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信用事業基礎（融資）

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］　融資業務の意義について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　組合の信用事業は，大きくは「資金運用」と「資金仲介」の２つの部門に分

けられる。
（２）　組合の融資業務は，貯金業務・為替業務と併せて系統信用事業の三大基本業

務の１つといわれる重要な業務である。
（３）　組合の信用事業のうち資金運用業務としては，融資業務のほか，信連や農林

中金に対する預け金運用，１年以内の短期資金を運用する短期金融市場での資
金運用業務などがある。

［問２］　融資業務の機能について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　融資業務は，組合の経営面から見ると，組合収益の主要な柱である貸出金利

息を生み出すことを通じて，安定した組合経営の維持に貢献する役割を果たし
ている。

（２）　融資業務は，資金的に余裕のある人から貯金として資金を集め，それを生活
資金や事業資金として必要とする人に融資することにより資金循環機能を果た
している。

（３）　組合から貸し出された資金は，他の金融機関に預貯金として預け入れられ，
その預貯金が貸出金原資として利用される過程が何度か繰り返されることによ
り，預貯金の残高が当初預け入れられた資金以上に増大するという信用創造機
能を果たしている。

［問３］　融資の５原則について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　融資した資金は，約定に従ってきちんと回収されるべきであり，これを「流

動性の原則」という。
（２）　融資にあたっては，それが組合の成長や発展に貢献するものか否かを見極め

る必要があり，これを「成長性の原則」という。
（３）　金融機関は，単に収益をあげるとか，融資金の回収を確実に行うだけではな

く，その営業活動を通じて，経済社会や多くの人々の発展・成長と福祉に貢献
することが求められており，これを「公共性の原則」という。
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［問４］　組合融資業務の特色について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　組合員主体の金融
（２）　組合の経済事業との関連が深いこと
（３）　政策金融の比重が低いこと

［問５］　次のうち，融資先に対する優越的地位の濫用として独占禁止法で禁止され
ている行為はいくつあるか，（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

　ａ．融資に関する不利益な取引条件の設定・変更
　ｂ．自己の提供する金融商品・サービスの購入要請
　ｃ．競合金融機関との取引の制限
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問６］　融資業務に関してコンプライアンス違反となる行為の説明として，誤って
いるものを１つ選びなさい。

（１）　手形の割引に際して，割引を行う企業等に割引額の一部を預金させることは
歩積預金といい，過当な歩積預金は独占禁止法の禁じる優越的地位の濫用とし
て禁じられている。

（２）　多額の預貯金を受け入れる代わりに，特定の第三者に無担保で融資すること
を約束したり，第三者のために債務の保証をすることを条件とするような行為
は，浮貸しとして禁じられている。

（３）　大口融資規制違反とは，金融機関の健全性を確保するため，金融機関の自己
資本の額の一定割合に相当する信用供与等限度額の規制に違反することをいう。

［問７］　「系統金融機関向けの総合的な監督指針」が求める与信取引に関する顧客
への説明態勢に関する次の文章の（　）内に当てはまる語句の組み合わせとし
て，もっとも適当なものを１つ選びなさい。

　契約の意思形成のために，利用者の十分な理解を得ることを目的として，必要な
（　ａ　）を的確に提供する。（　ｂ　）保証契約については，保証債務を負担すると
いう意思を形成するだけでなく，その保証債務が実行されることによって自らが責
任を負担することを受容する意思を形成するに足る説明を行う。また，連帯保証契
約では，契約に際して，（　ｃ　）や分別の利益がないことなど，通常の保証契約と
は異なる性質を有することについて，相手方の知識・（　ｄ　）等に応じて説明する。
（１）　ａ．情報　　ｂ．個人　　　ｃ．補充性　　　　ｄ．経験
（２）　ａ．知識　　ｂ．経営者　　ｃ．物上代位性　　ｄ．財産の状況
（３）　ａ．条件　　ｂ．法人　　　ｃ．付従性　　　　ｄ．属性
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［問８］　農協取引約定書および漁協取引約定書（以下，この問において「農協取引
約定書」という）について，正しいものを１つ選びなさい。

（１）　農協取引約定書は，融資取引だけではなく，貯金取引，為替取引などの受信
取引においても適用される。

（２）　JA・JFがお客さまと融資取引を行う際には，その都度，農協取引約定書お
よび金銭消費貸借契約証書を取り交わす必要がある。

（３）　取引約定書は金融機関ごとに多少内容が異なっているので，お客さまが他の
金融機関と取引約定書を締結していても説明を省略せず，後日，契約内容を確
認できるように２通作成する。

［問９］　民法が定める期限の利益の喪失事由について，誤っているものを１つ選び
なさい。

（１）　債務者が破産手続開始の決定を受けたとき
（２）　債務者が後見開始の審判を受けたとき
（３）　債務者が担保を滅失・損傷させ，または減少させたとき

［問 10］　暴力団排除条項の内容として，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　暴力団排除条項でいう暴力団員には，暴力団員でなくなった時から５年を経

過しない者も含まれる。
（２）　債務者本人や保証人が，暴力団や暴力団員との関係を有しているというだけ

では，排除の対象とはならない。
（３）　相手方が反社会的勢力であることが判明した場合には，暴力団排除条項によ

り契約締結を拒絶できるが，直ちに債務を全額弁済してもらうことまではでき
ない。

［問 11］　取引を有効に行うための能力について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　取引を有効に行うためには，権利能力・資格能力・行為能力という３つの能

力が必要とされる。
（２）　権利能力とは，権利を保有したり，義務を負担したりする主体となることが

できる地位または資格のことで，制限行為能力者を除いて，人なら誰もが当然
に持っている能力である。

（３）　行為能力とは，単独で有効に契約することができる能力をいう。



（ 4）農林中金アカデミー

［問 12］　取引の相手方について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　組合融資の相手方は，組合員個人や，組合員が主な構成員となっている法人

など，組合の定款などに明示されている特定範囲の人に限られている。
（２）　法人とは，会社法による株式会社など法律の規定によって成立するもののほ

か，マンションの管理組合，PTAなど法律で権利義務の主体となることが認
められたものをいう。

（３）　法人格とは，権利を取得したり，義務を負担したりする主体となることので
きる資格である権利能力のことをいう。

［問 13］　制限行為能力者との取引について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　未成年者の法定代理人となる者は，第一に親権者で，父母のいずれかが親権

者になる。
（２）　成年被後見人が成年後見人の代理によらず単独で行った法律行為については，

日用品の購入その他日常生活に関する行為を除いて取り消すことができる。
（３）　金融機関が制限行為能力者と取引を行い，後日，取引が取り消されると，取

引のはじめにさかのぼって，その取引はなかったことになってしまう。

［問 14］　任意後見制度について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　任意後見制度とは，高齢者などが，将来，判断能力が不十分な状態になった

場合に備えて，家庭裁判所が指定した代理人に，自分の生活や財産管理に関す
る事務について代理権を与える契約を結んでおく制度である。

（２）　任意後見契約は，当事者双方が，家庭裁判所が選任する任意後見監督人の立
ち会いのうえで締結する必要がある。

（３）　任意後見契約の内容は，登記事項を証明した登記事項証明書（登記事項の証
明書・登記されていないことの証明書）によって開示される。

［問 15］　印鑑の登録および印鑑証明について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　個人の印鑑登録証明書は，市区町村が発行する印鑑の証明書であり，本人以

外の者が発行を申請することはできない。
（２）　印鑑登録証明書の交付を請求する際には，市区町村から印鑑登録した人に交

付される印鑑登録証（印鑑カード）を，登録印鑑の代わりに提示して行う。
（３）　印鑑の登録ができるのは，住民基本台帳に記録されている人であるが，制限

行為能力者（未成年者および成年被後見人）は除かれている。
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［問 16］　株式会社との取引について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　株式会社と融資取引を開始しようとする場合には，まず，その会社の名称（商

号）や設立の目的，本社ならびに支店所在地，代表者名などを登記事項証明書
により調査する。

（２）　株式会社を代表する代表取締役の氏名および住所は，登記することが義務づ
けられている。

（３）　代表取締役が複数名いる株式会社の場合，各代表取締役は共同して会社を代
表しているため，金融機関は代表取締役全員と取引を行うことになる。

［問 17］　金銭消費貸借契約について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　借りたものそのものは消費することを前提として，借りたものと種類，品質

および数量の同じものを返却することを約束して物や金銭を借りる契約のこと
を消費貸借契約という。

（２）　金銭消費貸借契約は，民法の改正により，契約書の有無にかかわらず，合意
のみで消費貸借の成立が認められることとなった。

（３）　金融機関が金銭を交付することによって契約の効力を生じさせたい場合は，
その旨を契約書に特約で定めておく必要がある。

［問 18］　証書貸付について，正しいものはいくつあるか。（１）～（３）の中から１
つ選びなさい。

　ａ． 証書貸付は，融資を実行するにあたって，お客さま（債務者）から金銭消費貸
借契約証書を差し入れてもらう融資方法である。

　ｂ． 証書貸付の返済方法のうち，元金均等返済は，毎回の返済額が均等となるた
め，返済計画がたてやすいというメリットがある。

　ｃ． 証書貸付で使用する金銭消費貸借契約証書には，双方署名方式のものと差入
方式のものがあるが，一般には金融機関で制定した差入方式の契約証書が使
用されている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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［問 19］　手形貸付について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　手形貸付は，返済原資や返済計画などから返済期間が短期（１年以内）と判断

できる場合に多く利用される。
（２）　手形貸付の実行にあたっては，お客さまから金融機関あての手形を差し入れ

てもらうとともに借用証書を提供してもらう。
（３）　手形貸付に使用される約束手形の支払場所と受取人は自金融機関とし，支払

期日は融資金の弁済期日または書替予定日，手形金額は融資金額，振出日は融
資実行日とする。

［問 20］　手形割引について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　手形割引を実行する金融機関は，支払期日（満期日）までの利息（割引料）を額

面金額に上乗せして買い取る。
（２）　手形割引の対象となる手形は，手形形式や裏書に要件等の不備がないもので

ある。
（３）　手形割引は，金融機関にとっては資金の回転が早いために資金運用面で効率

が良いというメリットがある一方，手形は１件ごとに信用調査が必要で，割引
後の事務負担が大きく非効率というデメリットがある。

［問 21］　当座貸越について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　当座貸越契約で定めた貸越極度額（利用限度額）の範囲内であれば，当座貯金

の残高を超えて手形・小切手を決済することができる。
（２）　当座貸越は，運転資金や設備資金にかかわらず，幅広い資金使途に対応でき

る，利便性の高い融資方法である。
（３）　総合口座の定期貯金を担保とした当座貸越を利用できるのは，法人のお客さ

まに限られている。

［問 22］　各種個人ローンについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　カードローンは，ある一定の限度額の範囲内で反復して借入れができ，

ATMを利用して手軽に借りられることなどから，個人ローンの重点商品に位
置づけられる。

（２）　フリーローンは，カードローン同様，ある一定の限度額の範囲内で，反復し
て自由に借入れをすることができる商品である。

（３）　リフォームローンは，住宅の増改築はもちろん，キッチン等の水回り改善工
事や太陽光発電システム，オール電化工事など，住宅に関するさまざまな資金
に利用することができる。
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［問 23］　融資申込みの受付について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　融資の受付事務は，お客さまの話をただ漫然と聴くだけでなく，受け付けた

書類のそれぞれの項目について検討しながら正確に聴き取ることが必要である。
（２）　すでに融資取引があるお客さまについては，過去の取引振りや信用状況を調

べる必要があるが，渉外係が訪問している先であっても，秘密保持の観点から，
業況や風評を聴き出すことは控えるべきである。

（３）　受付を謝絶した案件については，できるだけ早く申込人に連絡して，その理
由をはっきり説明することも，受付後の大切な仕事である。

［問 24］　申込内容の確認等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　融資金の返済期間は，お客さまが融資金を何に使って何で返済するかが重要

な要素となるので，お客さまの将来性を見極めて決める必要がある。
（２）　申込金額については，企業（事業）の場合なら，その規模とは関係なく，資金

使途や返済金額が妥当であるかどうかを検討する必要がある。
（３）　債務者が融資金を返済できなくなった場合には，保証人が本人に代わって融

資金を返済することになるので，債務者本人から担保を求めることはできない。

［問 25］　資金使途の把握について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　融資の受付にあたっては，直接的な資金使途を確認するだけでなく，なぜ資

金が必要になったのか，資金を必要とする真の理由などについても，その実態
をしっかり把握する姿勢で対処しなければならない。

（２）　増加運転資金は，売上が増加して入金を予定していた資金が，突発的な事情
により入らなかった場合などに必要となる資金である。

（３）　融資の受付時点で赤字補填資金と判断した場合には，赤字の原因，赤字解消
の見込みと方策，赤字解消に要する資金量を把握する必要がある。

［問 26］　信用調査のポイントについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　融資を実行するにあたっては，融資先が資金の効果的運用能力をもっている

か，また，返済能力をもっているかについて十分調査し，確認することが重要
なポイントとなる。

（２）　信用調査は，融資申込者に関する調査と担保調査に大別される。
（３）　融資申込者に関する調査は，法律上の資格調査と経営実態調査に，担保調査

は不動産担保調査と動産担保調査に分けられる。
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［問 27］　法人の信用調査について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　今まで融資取引がまったくなく，今回が新規取引の申込みという場合には，

信用状況を調査する前に，まず資金使途と申込金額の妥当性を検討しておかな
ければならない。

（２）　法人と融資取引を行う場合には，経営者などその法人の実質的支配者と取引
（契約）を行う必要がある。

（３）　従業員については，正社員数だけでなくパート社員数も信用調査表に記入す
る。

［問 28］　人的調査のポイントについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　財務分析が現時点の企業の財務状態について調査分析をするのに対して，人

的調査はその結果に基づいて企業の将来を展望するところにその特徴がある。
（２）　「企業の能力は経営者の能力」といわれるように，中小企業の場合，経営者

がすべてであるといっても過言ではないほど大きな影響力を持っている。
（３）　役員構成の調査にあたっては，取締役や監査役の氏名，年齢，略歴とともに，

従業員から昇進した役員と外部から入ってきた役員，さらには代表者一族の役
員に分けてみることがポイントとなる。

［問 29］　不動産登記簿について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　不動産登記簿の登記事項証明書の交付を受けることができるのは，登記簿に

記載されている所有者またはその代理人に限られている。
（２）　抵当権の設定・変更・移転については，登記されていなければ第三者に対抗

することはできない。
（３）　登記事項証明書をチェックした結果，仮登記，仮差押えなどがついている不

動産は，担保として不適格というわけではないが，権利者または債権者が誰か
を確認しておく必要がある。

［問 30］　不動産登記簿について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　土地・建物の登記簿は，表題部・権利部（甲区・乙区）に分かれている。
（２）　不動産登記簿の表題部には，所有権の登記に関する事項が記録されている。
（３）　不動産登記簿の権利部（甲区）には，抵当権の登記に関する事項が記録されて

おり，権利部（乙区）には，その他の権利の登記に関する事項が記録されている。
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［問 31］　財務分析について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　金融機関は，財務分析を通じて企業の財務面の実態と問題点を把握し，融資

の対象先として適切であるかどうか，また，融資の申込金額と要資事情，返済
能力などの妥当性を判断する。

（２）　決算書は，企業の株主や従業員をはじめとした企業をとりまく利害関係者に，
財務情報を正確に伝達するために作成する。

（３）　財務分析に用いる決算書は，企業が申告のために税務署に提出して税務署の
収受印を受けたものを使うことはできない。

［問 32］　貸借対照表について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貸借対照表の勘定科目は，資産については資金化する期間が長い科目から，

負債については返済期間の長い科目から順に配列されている。
（２）　貸借対照表の借方は資本の調達方法を表しており，貸方は資本の運用状況を

表している。
（３）　貸借対照表の借方（資産）と貸方（負債＋自己資本（純資産））それぞれの合計額

は，常に一致する。

［問 33］　損益計算書について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　営業利益は，主たる営業活動で稼いだ利益のことである。
（２）　経常利益は，営業利益に本来の営業活動以外で臨時的に発生した特別利益や

特別損失を反映させたものである。
（３）　当期純利益は，税引前当期純利益から法人税等を控除した後の最終的な利益

である。

［問 34］　財務分析の手法について，もっとも適当な組み合わせを１つ選びなさい。
（１）　安全性の分析 ―― 固定比率
（２）　収益性の分析 ―― 当座比率
（３）　流動性の分析 ―― 総資本回転率

［問 35］　守秘義務について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　金融機関の役職員は，取引により知り得たお客さまの秘密を正当な理由なく

第三者に漏らしてはならないという，守秘義務を負っている。
（２）　金融機関の役職員がお客さまの秘密を第三者に漏らした場合には，たとえお

客さまの承諾があったとしても守秘義務違反に問われることになる。
（３）　金融機関間の信用照会は，守秘義務の例外として認められているが，回答金

融機関は回答結果に責任を負う必要がある。
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［問 36］　個人情報の保護について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　個人情報とは，生存する個人に関する情報であって，氏名，生年月日などに

より，その情報の本人が誰であるか特定の個人を識別できるものをいう。
（２）　防犯カメラの映像は，原則として保護すべき個人情報に該当しない。
（３）　個人情報保護法は，お客さまの個人情報の取扱いにあたって，個人情報がど

のような事業にどのような目的で利用されるかをできる限り特定することを求
めている。

［問 37］　担保について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　法定担保物権は，抵当権や質権など，一定の要件が備われば法律上当然に生

ずる担保物権である。
（２）　約定担保物権は，債権者，債務者および担保提供者の三者の契約によって生

ずる。
（３）　担保は債務者が自己の所有しているものを提供するのが通常であるが，自己

の担保だけでは担保価格が不足する場合などには，第三者が担保を提供するこ
ともある。

［問 38］　不動産担保について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　不動産を担保にとる場合には，土地とその土地の上に建築されている建物双

方を担保として取得するのが基本である。
（２）　担保にする土地のある位置や形状は，市町村役場に備えられている公図や地

積測量図を見て調べる。
（３）　担保となる土地・建物の評価額を算出する前に，自ら現地へ出向いて道路状

況，周囲の環境，交通状況などの調査をしなければならない。

［問 39］　質権について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　質権とは，債権者が担保物件（動産もしくは不動産）を債務者のもとにおいて

おき，弁済されない場合にはそれを換価して，その金銭で他の債権者よりも優
先して弁済を受ける権利をいう。

（２）　質権の対象としては，質権設定者にとっては，価格が変動しないものがよく，
株式などの有価証券は不適当である。

（３）　債権（預貯金）を対象とした質権設定契約は，対象の引渡しを要しない諾成契
約とされているが，融資実務では，トラブル防止の観点から，担保差入証と一
緒に質権設定する預（貯）金証書の交付を受けることが一般的である。
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［問 40］　抵当権設定契約について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　抵当権設定契約は，債権者と債務者との間で，設定について合意契約を結ぶ

ことによって担保不動産上に成立し，債権者は抵当権を取得することになる。
（２）　抵当権設定契約は，法的には口頭でも成立するが，後日の紛争を避けるため

にも，証拠書類として契約書（抵当権設定契約書）を作成する。
（３）　抵当権設定契約にあたってもっとも注意すべきことは，所有者の担保提供意

思の確認である。

［問 41］　抵当権の法的性質について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　付従性とは，被担保債権が，債権譲渡や代位弁済によって第三者に移転すれ

ば，抵当権もそれに伴って第三者に移転する性質のことである。
（２）　随伴性とは，被担保債権が存在しなければ抵当権は成立せず，弁済などに

よって被担保債権が消滅すれば，抵当権も消滅する性質のことである。
（３）　物上代位性とは，抵当権設定者（担保提供者）が受けるべき抵当物件の売却代

金や損害賠償金，火災保険金請求権に対しても抵当権の効力が及ぶという性質
のことである。

［問 42］　根抵当権について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　根抵当権は，現在すでに発生している債権はもちろん，将来発生すべき特定

債権を含めて，一定の範囲に属する不特定の債権を極度額まで担保する抵当権
である。

（２）　根抵当権は，被担保債権が弁済されても消滅せず，また，債権が譲渡されて
も移転しない。

（３）　根抵当権によって担保される元本の確定とは，期日を定めて，根抵当権に
よって担保される被担保債権の上限枠を明確にすることである。

［問 43］　抵当権の設定について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　抵当権設定の登記をすれば，この登記以後の目的不動産の第三取得者，後順

位抵当権者，差押債権者に対して，自己の抵当権の存在やその優先順位を主張
することができる。

（２）　借地上の建物に抵当権を設定したときは，抵当権の効力は借地権に及ぶので，
地主から賃借権譲渡の承諾を得る必要はない。

（３）　抵当権の設定にあたっては，地下街の建物，ガード下を利用した店舗・倉庫
などは，建物として取り扱われない。
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［問 44］　保証について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　保証とは，債権者と保証人の契約によって，債務者（融資先）が債務を履行し

ない場合に，融資先以外の人（保証人）が融資先に代わって債務を履行すること
をいう。

（２）　保証契約は，債権者と保証人との契約によって成立する。
（３）　事業用融資の個人保証（経営者等を除く）については，契約の締結にあたって，

保証人になろうとする者（法人を除く）が契約書に保証意思を明示する必要があ
る。

［問 45］　連帯保証について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　債務不履行があった場合，債権者は，債務者と連帯保証人のどちらに先に請

求しても，またどちらの財産から先に執行してもよい。
（２）　連帯保証人が数人いる場合，原則として，それぞれの保証人は主債務の額を

平等の割合で分割した額についてのみ，保証債務を負担する。
（３）　経営者以外の第三者との間では，個人連帯保証契約を締結することができな

い。

［問 46］　根保証について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　根保証とは，債権者と債務者との間の一定の継続的取引によって起こる，債

務者が将来負担する特定の債務を保証することをいう。
（２）　保証人が法人の場合は，包括根保証も有効であるが，保証人が個人の場合は，

極度額の定めを書面に記載しなければ効力を生じないとされている。
（３）　法人以外の根保証人を受け入れる場合は，債権極度額の定めが必要であり，

また，それが貸金等根保証契約である場合は元本確定期日の定めが必要となる。

［問 47］　債務者が経営者保証を提供せずに資金調達を希望する場合に必要とされ
る経営状況について，経営者保証に関するガイドラインによれば，誤ってい
るものを１つ選びなさい。

（１）　債権者に対し，財務状況に関する信頼性の高い情報を開示・説明することに
より，経営の透明性が確保されている。

（２）　業務，経理，資産所有等に関し，法人と経営者の関係が一体化している。
（３）　財務状況や経営成績の改善を通じた返済能力の向上等による信用力が強化さ

れている。
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［問 48］　融資の実行と管理・回収について，正しいものの組み合わせを１つ選び
なさい。

　ａ． 融資実行時の契約書のチェックにあたっては，契印や割印により，同じ日に
同じ内容で作成されたことを確認する。

　ｂ． 証書貸付は，手形貸付と違って融資期間が長期になるので，毎月の利息や返
済金が，所定日に所定の口座から引き落とされているかどうかを継続して確
認する必要がある。

　ｃ． 手形貸付で差し入れてもらう約束手形は，振出人の署名があれば捺印がなく
ても手形としては問題がなく，署名の代わりに記名捺印でもよいとされてい
る。

（１）　ａ・ｂ
（２）　ｂ・ｃ
（３）　ａ・ｃ

［問 49］　債権の時効について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　債権の消滅時効の期間は，権利を行使できる時から５年とされている。
（２）　仮差押えまたは仮処分の各事由があった場合，その事由が終了した時に時効

が完成する。
（３）　裁判所は，債務者などによる時効の援用がなければこれに基づく裁判をする

ことができない。

［問 50］　相続について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　個人債務者が死亡し，相続人が複数いる場合，債務があれば民法の定める法

定相続分の割合に応じて分割承継されるが，法定相続割合以外の分割承継をす
るためには，債権者の同意を必要とする。

（２）　個人債務者が死亡し，割り引いた手形の不渡りなど買戻し事由が発生した場
合でも，相続人が買戻し義務を負担することはない。

（３）　連帯債務者の一人が死亡したとしても，他の連帯債務者は債務全額を支払う
債務を負担したままで，死亡した連帯債務者の負担する債務は，法定相続人が
法定相続分に従って分割されたうえで債務を承継することになる。







<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


