


（ 1） 農林中金アカデミー

信用事業法務

連動する通信教育講座の内容や各種規定（統一版等）に基づき解答してください。

［問１］　貯金契約の一般的な法的性質等について，誤っているものは次のうちどれ
ですか。

（１）　貯金契約は，一般に消費寄託契約の性質を有する。
（２）　貯金契約は，要式契約である。
（３）　貯金契約は，諾成契約によることも可能である。
（４）　当座勘定契約は，委任契約の性質を有する。
（５）　定期貯金契約では，金融機関は満期まで期限の利益を主張できる。

［問２］　普通貯金規定の約定内容について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　受け入れた証券類が不渡りとなったときは，金融機関は，その通知を届出の

住所あてに発信し，その証券類は店頭で返却する。
（２）　手形要件，小切手要件の白地はあらかじめ貯金者が補充するものとし，金融

機関は白地を補充する義務を負わない。
（３）　金融機関は，普通貯金口座に，現金のほか，手形，小切手，配当金領収証そ

の他の証券でただちに取立のできるもの（証券類）および為替による振込金を受
け入れる。

（４）　金融機関が発信した解約通知が相手方に到達しなかった場合，金融機関は公
示送達の方法により解約を通知しなければならない。

（５）　貯金者は，印章，名称，住所その他の届出事項に変更があったときは，ただ
ちに書面で届け出なければならない。



（ 2）農林中金アカデミー

［問３］　犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）にもとづく
貯金取引における取引時確認について，誤っているものは次のうちどれです
か。

（１）　個人顧客の本人特定事項の確認は，必ず対面で行わなければならず，イン
ターネット取引など非対面取引の場合も郵送等により行うことはできない。

（２）　法人顧客との取引における取引時確認事項は，本人特定事項，取引を行う目
的，事業の内容および事業経営を実質的に支配する関係にある者の本人特定事
項である。

（３）　個人顧客との取引における取引時確認事項は，本人特定事項，取引を行う目
的および顧客の職業である。

（４）　取引を行う目的の確認は，当該顧客等またはその代表者等から申告を受ける
方法による。

（５）　なりすましや本人特定事項を偽っている疑いがある顧客との取引（ハイリス
ク取引）で，取引金額が 200 万円を超える場合には，取引時確認の際に資産お
よび収入の状況を合わせて確認しなければならない。

［問４］　犯罪による収益の移転防止に関する法律（犯罪収益移転防止法）にもとづく
疑わしい取引の届出について，正しいものは次のうちどれですか。

（１）　金融機関は，金融庁が公表した「疑わしい取引の参考事例」の類型に該当し
ない取引については，「疑わしい取引」と判断しても届出を行わなくてよい。

（２）　金融機関は，金融庁が公表した「疑わしい取引の参考事例」の類型に該当す
る取引があったときは，「疑わしい取引」と認められるかどうかにかかわらず
届出を行わなければならない。

（３）　金融機関が疑わしい取引の届出を行った場合は，届出後すみやかに対象顧客
に届出を行ったことを書面で通知しなければならない。

（４）　疑わしい取引の届出義務は，金融機関にのみ課せられている。
（５）　金融機関が疑わしい取引であると認識した場合は，取引が成立しなかったと

きであっても，金融機関は届出義務を負う。

［問５］　貯金の消滅時効について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　通知貯金の消滅時効は，据置期間が経過した時から進行する。
（２）　当座貯金の消滅時効は，当座勘定契約が終了した時から進行する。
（３）　普通貯金の消滅時効は，貯金者が入出金または通帳を記帳すると更新される。
（４）　自動継続ではない定期貯金の消滅時効は，満期日が到来した時から進行する。
（５）　自動継続定期貯金の消滅時効は，預入後，最初に満期日が到来した時から進

行する。



（ 3） 農林中金アカデミー

［問６］　当座勘定取引の解約または終了について，正しいものは次のうちどれです
か。

（１）　取引先が破産手続開始決定を受けたときは，金融機関からの通知を要するこ
となく，ただちに当座勘定取引は終了する。

（２）　取引先から当座勘定取引契約を解約する場合，解約通知は書面による必要は
ない。

（３）　取引先が手形交換所の取引停止処分を受けた場合を除いて，金融機関から当
座勘定取引契約を解約することはできない。

（４）　取引先（個人）が死亡したときは，金融機関が解約の意思表示をしなければ，
当座勘定取引契約上の地位は相続人に承継される。

（５）　当座勘定取引が終了した場合には，金融機関は未使用の手形用紙および小切
手用紙を回収する法的義務を負う。

［問７］　貯金の残高証明書について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　誤った残高の残高証明書を発行した場合でも，金融機関は第三者に対して法

的責任を負うことはない。
（２）　誤った残高の残高証明書を発行した場合でも，金融機関は当該貯金者に対し

て残高証明書に記載された金額の貯金債務を負担することにはならない。
（３）　残高証明書は，発行日の前日以前の残高について，証明日を明記して発行す

べきである。
（４）　証明する残高に未決済の他店券小切手が含まれている場合には，金融機関は

残高証明書にその旨を注記しておく必要がある。
（５）　貯金者の成年後見人から残高証明書の発行依頼があった場合には，金融機関

はそれに応じる義務がある。
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［問８］　偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻
し等からの預貯金者の保護等に関する法律（偽造・盗難カード預貯金者保護
法）に関する記述について，正しいものは次のうちどれですか。

（１）　盗難カードによる貯金の払戻しについては，民法 478 条の受領権者としての
外観を有する者に対する弁済の規定は適用されない。

（２）　偽造カードによる貯金の払戻しについては，民法 478 条の受領権者としての
外観を有する者に対する弁済の規定は適用されない。

（３）　貯金者が，自分の生年月日を暗証番号としていたときは，それだけで貯金者
に重大な過失が認められる。

（４）　貯金者が，暗証番号を記載したメモをキャッシュカードとともに携行・保管
していた場合は，それだけで貯金者に重大な過失が認められる。

（５）　盗難カードによる貯金払戻しが行われた場合に，金融機関が貯金者の同居の
親族によって払戻しが行われたことを証明したときは，金融機関は過失があっ
ても補てんを行うことを要しない。

［問９］　取引先の相続について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　相続開始時に兄弟姉妹の子が死亡している場合，その子（兄弟姉妹の孫）が再

代襲することは認められない。
（２）　相続を放棄した者の子には，代襲相続は認められない。
（３）　嫡出でない子（婚外子）の法定相続分は，嫡出子の２分の１である。
（４）　父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は，父母の双方を同じく

する兄弟姉妹の法定相続分の２分の１である。
（５）　兄弟姉妹には，遺留分は認められない。

［問 10］　民事執行法による普通貯金の差押え等について，誤っているものは次の
うちどれですか。

（１）　転付命令が確定した場合，差押債権者の債権等は，転付命令に係る貯金債権
が存する限り，その券面額で，転付命令が第三債務者（金融機関）に送達された
時に弁済されたものとみなされる。

（２）　差押えの効力が生じると，第三債務者（金融機関）は債務者（貯金者）に対する
弁済を禁止される。

（３）　差押えの効力は，差押命令が第三債務者（金融機関）に送達された時に生じる。
（４）　複数の差押えが競合している場合でなければ，第三債務者（金融機関）は供託

することはできない。
（５）　差押命令が債務者（貯金者）に送達された日から１週間が経過すると，差押債

権者は取立権を行使できる。
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［問 11］　融資取引の相手方について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　日本国籍を有していない者とは，取引を行うことはできない。
（２）　被保佐人と取引をする場合には，保佐人を取引の相手方としなければならな

い。
（３）　未成年者と取引をする場合には，原則として法定代理人の同意を得なければ

ならない。
（４）　権利能力のない社団とは，取引を行うことはできない。
（５）　学校法人と取引をする場合には，校長が取引の相手方となる。

［問 12］　証書貸付について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　金銭消費貸借契約証書に所定の印紙が貼付されていない場合には，証書貸付

契約は成立しない。
（２）　金融機関と取引先が合意して書面により契約を締結しても，金銭の交付がな

ければ，証書貸付契約は成立しない。
（３）　証書貸付において返済期限を延長しても，債権の同一性は失われない。
（４）　私署証書による金銭消費貸借契約証書でも，強制執行認諾約款がある場合に

は債務名義となる。
（５）　証書貸付債権の譲渡は，法律上，禁止されている。

［問 13］　割引手形の買戻請求権について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　割引手形の買戻請求権は，割引依頼人以外の手形債務者に対しては行使する

ことができない。
（２）　割引依頼人が手形交換所の取引停止処分を受けた場合には，すべての割引手

形について当然に買戻請求権が発生する。
（３）　割引手形の買戻請求権は，手形外の権利であると解されている。
（４）　金融機関が割引依頼人に対し，割引手形の買戻請求権と遡求権を有している

場合には，遡求権を先に行使しなければならない。
（５）　割引依頼人の保証人の貯金について差押命令が発送された場合には，当然に

買戻請求権が発生する。
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［問 14］　連帯保証について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　主債務者の商行為によって生じた債務を保証する場合には，当然に連帯保証

となる。
（２）　連帯保証人が数人いる場合でも，各自が個別の保証契約によって連帯保証を

した場合には，各連帯保証人は分別の利益を有する。
（３）　連帯保証人は，催告の抗弁権や検索の抗弁権を有しない。
（４）　主債務が弁済によって消滅すると，付従性により連帯保証債務も消滅する。
（５）　連帯保証人は，自己の負担部分を超える額を債務者に弁済した場合には，他

の連帯保証人に対して，当該負担部分を超える額について求償権を行使するこ
とができる。

　
［問 15］　保証人の死亡について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　特定債務保証の保証人が死亡した場合，共同相続人は相続人間で相互に連帯

して相続債務を承継する。
（２）　保証人が死亡した場合には，主債務者は当然に被保証債務について期限の利

益を失う。
（３）　個人貸金等根保証契約の保証人が死亡した場合には，主債務の元本は確定す

る。
（４）　保証人が死亡した場合，相続人は主債務者の承諾を得なければ相続放棄をす

ることができない。
（５）　個人貸金等根保証契約の保証人が死亡した場合，既発生の保証債務は相続人

に承継されない。

［問 16］　信用保証協会（以下「保証協会」という）の保証付融資について，正しい
ものは次のうちどれですか。

（１）　保証協会の保証については，民法の保証に関する規定は適用されない。
（２）　保証の対象となる資金使途は，中小企業者の事業経営に必要な運転資金のほ

か，中小企業者の生活資金も含まれている。
（３）　保証協会は，債権者である金融機関に担保保存義務を免除している。
（４）　保証契約は，保証協会が金融機関に対し信用保証書を交付することにより成

立し，金融機関が貸付を行ったときに効力が生じる。
（５）　保証協会の保証付の新規貸出に際して，一部にでも保証協会の承諾のない旧

債振替があったときは，保証協会はその全額につき免責されるとされている。
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［問 17］　抵当権について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　更地について抵当権を設定した後に第三者が抵当地上に建物を築造した場合，

抵当権者は，その建物を競売することができない。
（２）　借地上の建物に設定された抵当権の効力は，敷地の賃借権にも及ぶ。
（３）　抵当権は，登記をしなければその効力を生じない。
（４）　抵当権設定の登記がある土地が分筆された場合には，分筆後の土地の上の抵

当権は消滅する。
（５）　他人に賃貸している不動産は，抵当権の目的とすることができない。

［問 18］　根抵当権の元本確定について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　共同根抵当権については，目的不動産の一部についてのみ確定事由が生じた

場合でも，全部の根抵当権が確定する。
（２）　根抵当権の元本確定後も，登記をすれば債務者や被担保債権の範囲の変更が

できる。
（３）　根抵当権について元本確定事由が発生すると，当該根抵当権は，確定時に存

する元本を極度額の限度内で担保するとともに，当該元本の最後の２年分の利
息・損害金を極度額にかかわらず担保することとなる。

（４）　根抵当権の元本確定前に，保証人から被担保債権全額の弁済を受けた場合，
弁済によって当該根抵当権が保証人に移転する。

（５）　元本確定期日の定めがあっても，根抵当権者はいつでも元本の確定を請求で
きる。

［問 19］　債務の相続について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　共同相続の場合には，被相続人の債務は相続開始の時から法定相続分に応じ

て当然に分割承継される。
（２）　相続人の全員が相続放棄をし，相続人が不存在の状態になると，債務は消滅

する。
（３）　相続人が所定の期間内に限定承認または相続放棄をしなかった場合には，単

純承認をしたものとみなされる。
（４）　共同相続人間で法定相続分と異なる債務の承継割合を定めても，債権者であ

る金融機関はその合意に拘束されない。
（５）　共同相続の場合，限定承認は，相続人の全員が共同して行わなければならな

い。
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［問 20］　消滅時効について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　不動産競売手続において催告を受けた抵当権者が債権の届出をすると，被担

保債権の時効の完成は猶予される。
（２）　破産手続参加により時効の完成猶予の効力が生じた後に，破産債権の届出が

取り下げられると，その時から新たに時効が進行する。
（３）　債務者が債務を承認したことにより時効が更新されると，保証人に対しても

主債務の時効更新の効力が及ぶ。
（４）　内容証明郵便によって債務者に催告を行うと時効は更新され，時効はその時

から新たに進行する。
（５）　抵当権者が不動産競売を申し立てたことにより被担保債権の時効の完成が猶

予された場合，その後，競売の申立てが取り下げられたときは，取下時から新
たに時効が進行する。

［問 21］　債務の弁済について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　金融機関の自己宛小切手による弁済は，債務の本旨に従ったものとはいえず，

弁済の効力は生じない。
（２）　弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は，原則として債務

者の意思に反して弁済することができない。
（３）　弁済の充当については，当事者の合意があっても法定充当の順序によらなけ

ればならない。
（４）　保証人であっても，債務者の意思に反して債務の弁済をすることはできない。
（５）　一部の弁済であっても，債権者である金融機関は弁済者に債権証書を返還し

なければならない。

［問 22］　相殺について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　相殺通知は，配達証明付内容証明郵便によらなければその効力を生じない。
（２）　相殺通知を不要とする特約は，第三者に対する関係ではその効力を有しない。
（３）　相殺を行うには，相手方の承諾を要する。
（４）　保証人の貯金と相殺する場合でも，相殺通知は主債務者に対して行わなけれ

ばならない。
（５）　金融機関は，自働債権である貸付金の弁済期が到来しても，受働債権である

定期貯金の満期が到来するまでは相殺することはできない。
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［問 23］　債務引受について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　免責的債務引受が行われた場合，引受前の債務につき引受人以外の者により

設定された抵当権は，設定者の承諾がなくても消滅しない。
（２）　引受人は，債務者が有していた抗弁権をもって債権者に対抗することができ

ない。
（３）　免責的債務引受は，保証債務と同じく，他人の債務の担保を目的とするもの

である。
（４）　併存的債務引受では，債務者と引受人は連帯債務の関係となる。
（５）　併存的債務引受は，債権者と引受人との間の契約で行うことはできない。

［問 24］　仮差押えについて，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　仮差押命令は，被保全債権の弁済期が到来していなければ発することができ

ない。
（２）　仮差押えでは，その目的物の換価処分が伴う。
（３）　仮差押命令を発する場合には，担保を立てることが要件とされることはない。
（４）　債権者が仮差押えを執行した後，いつまでも本案の訴えを提起しない場合に

は，仮差押命令が取り消されることがある。
（５）　仮差押えの手続に関する裁判は，口頭弁論を経なければならない。

［問 25］　民事再生手続について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　再生計画が効力を生じると，再生債権者が再生債務者の保証人に対して有す

る権利は縮減される。
（２）　民事再生手続においては，相殺の時期について特段の制限はない。
（３）　民事再生は，債務者の清算を目的とする法的整理手続である。
（４）　管財人が選任されても，再生債務者は業務の遂行権および財産の管理処分権

を失わない。
（５）　再生債務者の財産上に設定された担保権は，原則として再生手続によらない

で自由に行使できる。
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 ［問 26］　振込取引の当事者の法律関係について，正しいものは次のうちどれです
か。

（１）　被仕向金融機関と受取人の間の法律関係は，貯金規定の定めるところによっ
て，振込金を受取人の貯金口座に入金することにより，当該振込金について受
取人が貯金債権を取得する関係にある。

（２）　振込依頼人と被仕向金融機関の間の法律関係は，第三者のためにする契約の
当事者の関係にある。

（３）　振込依頼人と仕向金融機関の振込契約は，振込依頼時に受取人の貯金口座が
被仕向金融機関に存在しないと成立しない。

（４）　仕向金融機関は，振込依頼人に対して，受取人の貯金口座に振込金が入金さ
れ振込事務が完了するまで，委任契約の受任者としての義務を負う。

（５）　受取人の貯金口座に振込入金があっても，振込依頼人と受取人の間に振込の
原因となる法律関係が存在していなければ，受取人は振込金について貯金債権
を取得しない。

［問 27］　振込規定に定める仕向金融機関の取扱いについて，誤っているものは次
のうちどれですか。

（１）　振込契約が成立したときは，金融機関は振込資金受取書等を依頼人に交付す
るものとしている。

（２）　振込機による振込の場合には，金融機関のコンピュータ・システムにより振
込の依頼内容を確認した時に振込契約が成立するものとしている。

（３）　振込依頼書による振込の場合には，金融機関が振込の依頼を承諾し，振込資
金等を受領した時に振込契約が成立するものとしている。

（４）　振込依頼人が振込依頼書に記入し，または振込機に入力した事項が，振込依
頼人と仕向金融機関の間の振込依頼内容となる。

（５）　仕向金融機関は，振込依頼書の記載の不備または振込機への誤入力によって
生じた損害については，責任を負わない。
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［問 28］　代金取立の委託金融機関の取扱いについて，正しいものは次のうちどれ
ですか。

（１）　手形，小切手，公社債その他の証券のうち，貯金口座へただちに受入れがで
きるものは代金取立として取り扱われる。

（２）　取立依頼を受けた手形が不渡りになったときは，取立依頼人の届出の住所あ
てに不渡りとなった旨の通知をする。

（３）　取立依頼を受けた手形が不渡りになったときは，不渡りになった手形を取立
依頼人の届出の住所あてに返送する。

（４）　不渡りになった手形を取立依頼人に返却するときに当該手形に押印した取立
委任印を抹消すると，裏書の連続を欠くことになる。

（５）　取立依頼を受けたすべての証券類について，支払のための呈示をする義務を
負う。

［問 29］　内国為替取引の組戻しの取扱いについて，正しいものは次のうちどれで
すか。

（１）　組戻しとは，いったん取組みをした為替取引を依頼人の申出により取り消す
もので，その法的性質は委任契約の解除であると解されている。

（２）　代金取立において，組み戻された手形を取立依頼人に返却するときは，取立
依頼人の届出の住所宛てに返送する。

（３）　振込において，被仕向金融機関宛てに振込通知を発信した後は，仕向金融機
関は振込依頼人からの組戻依頼に応じることはいっさいできない。

（４）　代金取立において，受託金融機関が取立証券類を手形交換に持ち出した後は，
取立依頼人は組戻依頼をすることができない。

（５）　先日付振込の組戻依頼を振込指定日前に受けたときは，被仕向金融機関は受
取人の承諾を得なければ，これに応じることはできない。

［問 30］　手形・小切手の有価証券としての法的性質について，誤っているものは
次のうちどれですか。

（１）　権利を発生させるために証券を作成する必要がある設権証券である。
（２）　振出の原因関係となった売買契約が消滅すると，手形・小切手も無効となる

有因証券である。
（３）　支払を求めるために証券の呈示が必要な呈示証券である。
（４）　法律で定められた記載事項を備えなければならない要式証券である。
（５）　署名した者が，記載された文言によってのみ責任を負うことになる文言証券

である。
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［問 31］　約束手形の必要的記載事項ではないものは，次のうちどれですか。
（１）　満　期
（２）　手形番号
（３）　約束手形文句
（４）　振出日
（５）　支払地

［問 32］　白地手形について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　満期日が白地の手形は無効である。
（２）　振出日または受取人欄が白地のまま支払呈示しても，有効な呈示と認められ

る。
（３）　白地にあらかじめ合意した内容と異なる補充をした場合，その手形は無効と

なる。
（４）　白地手形を貯金口座に受け入れたときは，金融機関に補充義務が生じる。
（５）　白地手形は，白地を補充しないまま裏書譲渡することができる。

［問 33］　手形の裏書について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　裏書の連続のある手形を裏書により取得した者は，前者が無権利者であって

も，善意・無重過失であれば，手形上の権利を取得することができる。
（２）　裏書の連続のある手形の所持人は，適法の権利者と推定される。
（３）　被裏書人を指定しないで，裏書をすることができる。
（４）　抹消された裏書は，裏書の連続の有無を判断するにあたり，その記載がない

ものとみなされる。
（５）　被裏書人名の記載のみが抹消された裏書は，裏書全体が抹消されたことにな

る。

［問 34］　約束手形の遡求について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　受取人が白地のままとされている手形の支払呈示であっても，その呈示者は

遡求権を確保することができる。
（２）　統一手形用紙では，支払拒絶があったことの証明のための支払拒絶証書の作

成は免除されている。
（３）　無担保裏書をした裏書人は，遡求義務を負担しない。
（４）　手形法所定の期間内に支払呈示をしないと，手形の所持人は，遡求権を確保

することができない。
（５）　振出人は，遡求義務者とともに手形所持人に対して合同責任を負う。
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［問 35］　一般線引小切手について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　金融機関は，自己の取引先または他の金融機関のためにのみ，線引小切手の

取立をすることができる。
（２）　線引の抹消は，小切手の振出人が抹消個所に届出印を押印すれば抹消の効力

が生じる。
（３）　小切手の振出人または所持人は，小切手に線引を施すことができる。
（４）　線引小切手の支払金融機関は，自己の取引先または他の金融機関に対しての

みこれを支払うことができる。
（５）　金融機関は，線引小切手が呈示された場合，その裏面に届出印の押印がある

ときは，その持参人に支払うことができる。

［問 36］　手形の偽造・変造について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　手形の振出人名義が偽造されたとしても，本人が追認すれば，本人に効力が

生じる。
（２）　他人の名義を無断で使用して手形行為をすることを，手形の偽造という。
（３）　権限のない者が手形上の記載を変更することを，手形の変造という。
（４）　手形の偽造者は，不法行為による損害賠償責任を負うことはあるが，手形法

上の責任を負うことはない。
（５）　手形が変造された場合においては，変造後の署名者は変造後の文言に従って

責任を負い，変造前の署名者は原文言に従って責任を負う。

［問 37］　不渡事由の組合せとして，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　「形式不備」……………　０号不渡事由
（２）　「偽　造」………………　０号不渡事由
（３）　「資金不足」……………　第１号不渡事由
（４）　「取引なし」……………　第１号不渡事由
（５）　「契約不履行」…………　第２号不渡事由

［問 38］　手形の公示催告・除権決定について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　公示催告を官報に掲載した日から権利を争う旨の申述の終期までの期間は，

６ヵ月を下回ってはならない。
（２）　公示催告の申立ては，手形の所持人の住所地を管轄する地方裁判所に対して

しなければならない。
（３）　公示催告の申立てができるのは，手形の振出人のみである。
（４）　手形の除権決定を得た公示催告の申立人は，手形を所持しなくとも，当該手

形による権利を主張することができるようになる。
（５）　手形について除権決定がなされると，これより前に当該手形を善意取得した

者も，手形上の権利を失う。
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［問 39］　手形交換所の取引停止処分について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　取引停止処分を受けた者は，全国すべての手形交換所参加金融機関で取引が

停止される。
（２）　取引停止処分の期間は，取引停止処分日から起算して２年である。
（３）　取引停止処分の対象となる取引は，普通貯金取引および貸出の取引である。
（４）　手形・小切手について，２年の間に２回不渡りを出した者は，取引停止処分

を受ける。
（５）　取引停止処分があると，当座勘定取引も自動的に解約される。

［問 40］　電子記録債権法にもとづく電子記録債権と手形との比較に関する記述に
ついて，適切でないものは次のうちどれですか。

（１）　電子記録債権には，手形と同様に支払免責の規定が設けられている。
（２）　電子記録債権には，手形と同様に人的抗弁の切断の規定が設けられている。
（３）　電子記録債権には，手形と同様に善意取得の規定が設けられている。
（４）　電子記録債権の譲渡には，手形の裏書と同様に担保的効力がある。
（５）　電子記録債権については分割払の約定を記録することができるが，手形に分

割払の記載をすることはできない。

［問 41］　貸金庫について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　貸金庫の内容物については，貸金庫の契約者の金融機関に対する内容物引渡

請求権を差し押さえることにより，強制執行をすることができる。
（２）　貸金庫の開庫が法令の定めるところによる開庫要請に応じたものであっても，

貸金庫の契約者の同意がないかぎり，金融機関はそのために生じた損害を賠償
しなければならない。

（３）　貸金庫には，生き物や腐敗する物以外であれば，何でも格納することができ
る。

（４）　貸金庫の開閉ができるのは，貸金庫の契約者本人に限られており，貸金庫規
定上，代理人が開閉することは認めていない。

（５）　貸金庫の契約者が死亡し相続が開始されても，それだけでは金融機関は貸金
庫契約を解約することができない。
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［問 42］　株式会社の株式払込事務について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　発起設立の場合，登記申請における払込のあったことの証明は，貯金通帳の

写しによることが可能である。
（２）　株式払込金保管証明書の記載金額が実際の払込額と異なる場合，当該証明書

を交付した金融機関は，設立後の株式会社に対して実際に払い込まれた金額を
もって対抗することができる。

（３）　株式払込事務は，会社法に定める金融機関に限って取り扱うことが認められ
ている。

（４）　募集設立の場合，設立登記の申請書に金融機関が発行した株式払込金保管証
明書を添付しなくてはならない。

（５）　募集設立の場合，設立登記完了前に当該会社の発起人や取締役から株式払込
金の返還請求があっても，金融機関は返還してはならない。

［問 43］　民法上の制限行為能力者（未成年者，成年被後見人，被保佐人，被補助
人）について，誤っているものは次のうちどれですか。

（１）　制限行為能力者が，相手方を欺いて行為能力者であると誤信させて法律行為
を行った場合，その行為を取り消すことができない。

（２）　成年被後見人の法律行為であっても，日常生活に関する行為であれば，取り
消すことができない。

（３）　被保佐人の日常生活に関する行為以外の法律行為は，原則としてすべて保佐
人が本人を代理して行う。

（４）　本人以外の者の請求によって補助開始の審判をするには，本人の同意がなけ
ればならない。

（５）　未成年者が婚姻をしたときは，成年に達したものとみなされる。

［問 44］　民法上の期限等について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　債務者は，担保を供する義務を負う場合においてこれを供しないときは，期

限の利益を主張することはできない。
（２）　債務者は，担保を滅失させ，損傷させ，または減少させたときは，期限の利

益を主張することはできない。
（３）　債務者は，破産手続開始の決定を受けたときは，期限の利益を主張すること

はできない。
（４）　期限は，債務者の利益のために定めたものと推定される。
（５）　期限の利益を放棄するためには，相手方の同意が必要である。
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［問 45］　民法上の委任について，誤っているものは次のうちどれですか。
（１）　法律行為でない事務の委託についても，委任の規定が準用される。
（２）　委任契約は，各当事者がいつでも解除することができる。
（３）　委任契約は，諾成・不要式の契約である。
（４）　委任契約の受任者には，自己のためにするのと同一の注意義務が要求されて

いる。
（５）　委任契約は，委任者または受任者が破産手続開始決定を受けると終了する。

［問 46］　民法上の意思表示について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　相手方と通じてした虚偽の意思表示は無効であり，善意の第三者に対しても

無効を主張することができる。
（２）　隔地者に対する意思表示は，表意者が通知を発した後に死亡すると無効とな

る。
（３）　隔地者に対する意思表示は，発信主義を原則としている。
（４）　相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合，相手方がその

事実を知っていたときは，その意思表示を取り消すことができる。
（５）　未成年者に対する意思表示は，未成年者の法定代理人がその意思表示を知る

前でも，その意思表示をもって相手方に対抗することができる。

［問 47］　株式会社（取締役会設置会社）の業務運営等に関する会社法の規定について，
誤っているものは次のうちどれですか。

（１）　取締役会は，多額の借財をする決定権限を取締役に委任することができない。
（２）　取締役会は，代表取締役を選定，解職する権限を有する。
（３）　会社が，会社と取締役との利益が相反する取引をしようとするときは，取締

役は，取締役会の承認を得なければならない。
（４）　定款に別段の定めがないかぎり，取締役会の決議は，議決に加わることがで

きる取締役の過半数が出席し，その過半数をもって行う。
（５）　取締役会の決議事項に特別の利害関係を有する取締役であっても，議決に加

わることができる。

［問 48］　金融商品取引法に規定された適合性の原則の判断根拠に該当しないものは，
次のうちどれですか。

（１）　財産の状況
（２）　経　験
（３）　知　識
（４）　家族構成
（５）　金融商品取引契約を締結する目的
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［問 49］　消費者契約法について，正しいものは次のうちどれですか。
（１）　消費者契約法における「事業者」は，法人にかぎられる。
（２）　法人間の契約も，消費者契約法における消費者契約とされる。
（３）　事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除

する消費者契約の条項は，無効となる。
（４）　事業者が消費者契約の勧誘に際し，重要事項について事実と異なることを告

げたが，消費者が誤認をせずに契約の承諾をしたとしても，消費者はこれを取
り消すことができる。

（５）　消費者契約法の規定は，労働契約についても適用される。

［問 50］　私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占禁止法）に関する
記述について，誤っているものは次のうちどれですか。

（１）　銀行業を営む会社は，他の国内の会社の議決権を，その総株主の議決権の
10％までは取得・保有することができる。

（２）　他の国内の会社の株式を所有することにより，事業支配力が過度に集中する
ことになる会社は，これを設立してはならない。

（３）　事業者は，私的独占または不当な取引制限をしてはならない。
（４）　独占禁止法の違反者に対しては，刑罰が科される場合がある。
（５）　事業者は，不公正な取引方法を用いてはならない。
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