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信用事業業務検定試験　解説編

解説編の利用にあたって

1 ．試験問題は，弊社ホームページに掲載中の別ファイルをご利用下さい。

2 ．解説に，2021年度の通信教育テキストの参照ページを記載していますが，今後，通信教育

テキストの改訂により参照ページが変更になる可能性がありますので，ご注意ください。

3 ．試験問題と解説は，試験実施日を基準にしておりますので，勉強にあたっては，その後の

「法令・規則・制度等」の改正，変更にご注意下さい。

照会先

〒100-0006 東京都千代田区有楽町１−12−１

農林中金アカデミー研修企画部

TEL　03−3217−3065

お知らせ

弊社は 2022 年４月に移転を予定しています。
移転後の所在地，電話番号等は，後日，弊社ホームページ

（https://nc-academy.co.jp）でお知らせいたします。

第50回

Ver.1.0



目　　　　　　次
問 1
問 2
問 3
問 4
問 5
問 6
問 7
問 8
問 9
問 10
問 11
問 12
問 13
問 14
問 15
問 16
問 17
問 18
問 19
問 20
問 21
問 22
問 23
問 24
問 25
問 26
問 27
問 28
問 29
問 30
問 31
問 32
問 33
問 34
問 35
問 36
問 37
問 38
問 39
問 40
問 41
問 42
問 43
問 44
問 45
問 46
問 47
問 48
問 49
問 50

信用事業の特色…………………………………………………………………………………… 　1
協同組合理念……………………………………………………………………………………… 　2
法律行為を有効に行うための能力……………………………………………………………… 　3
制限行為能力者…………………………………………………………………………………… 　4
取引名義人と代理人・使者……………………………………………………………………… 　5
貯金契約…………………………………………………………………………………………… 　6
事務の基本………………………………………………………………………………………… 　7
現金の取扱い……………………………………………………………………………………… 　8
伝票の取扱い……………………………………………………………………………………… 　9
通帳や証書，印鑑の取扱い……………………………………………………………………… 　10
守秘義務…………………………………………………………………………………………… 　11
貯金商品の概要…………………………………………………………………………………… 　12
取引時確認………………………………………………………………………………………… 　13
取引時確認………………………………………………………………………………………… 　14
取引時確認………………………………………………………………………………………… 　15
個人情報保護法…………………………………………………………………………………… 　16
入出金処理………………………………………………………………………………………… 　17
振込………………………………………………………………………………………………… 　18
振込処理…………………………………………………………………………………………… 　19
組戻し・取消し・訂正…………………………………………………………………………… 　20
国庫金の取扱い等………………………………………………………………………………… 　21
貸金庫……………………………………………………………………………………………… 　22
ライフイベントと資金ニーズ…………………………………………………………………… 　23
マル優……………………………………………………………………………………………… 　24
ディスクロージャー等…………………………………………………………………………… 　25
貯金保険制度……………………………………………………………………………………… 　26
金融商品のリスク………………………………………………………………………………… 　27
さまざまな定期貯金……………………………………………………………………………… 　28
債券………………………………………………………………………………………………… 　29
個人向け国債……………………………………………………………………………………… 　30
消費者契約法……………………………………………………………………………………… 　31
金融商品取引法…………………………………………………………………………………… 　32
預貯金者保護法…………………………………………………………………………………… 　33
振り込め詐欺救済法……………………………………………………………………………… 　34
手形・小切手用紙と必要的記載事項…………………………………………………………… 　35
線引小切手………………………………………………………………………………………… 　36
手形・小切手の譲渡……………………………………………………………………………… 　37
諸届事務…………………………………………………………………………………………… 　38
法定相続人………………………………………………………………………………………… 　39
法定相続分………………………………………………………………………………………… 　40
融資業務における説明責任……………………………………………………………………… 　41
期限の利益の喪失………………………………………………………………………………… 　42
印鑑の登録・印鑑証明…………………………………………………………………………… 　43
金銭消費貸借契約………………………………………………………………………………… 　44
当座貸越…………………………………………………………………………………………… 　45
申込内容の確認等………………………………………………………………………………… 　46
損益計算書………………………………………………………………………………………… 　47
守秘義務…………………………………………………………………………………………… 　48
抵当権の設定……………………………………………………………………………………… 　49
連帯保証…………………………………………………………………………………………… 　50



信 用 事 業 の 特 色

正解（3）	 正解率　97.0％	

解　説

（1）信用・共済・購買・販売・利用などの事業を兼営して行う「総合事業方式」は，農漁協

が組合員の事業と生活にトータルとして奉仕する協同組合だから認められている方式であ

る。したがって，（1）は正しい。テキスト P12　1-1　総合事業の特色

（2）農漁協の信用事業は，組合員が互いに資金を融通しあって，ともに向上・進歩を目指す

ことを目的とし，組合員の立場に立って，人と人との信頼関係を基礎に事業をすすめるの

が原則である。したがって，（2）は正しい。テキスト P12　1-2　相互金融

（3）農漁協は，一定の地域内で，農業者や漁業者等の組合員を対象に信用事業を営んでいる

が，そのほか，組合員の家族や地域住民，団体，法人，市町村なども一定の範囲内で農漁

協の信用事業を利用することができる。したがって，（3）は誤っているので，本問の正解

である。テキスト P12・13　1-3　地域金融

（ 1） 農林中金アカデミー

信用事業基礎（総合）

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］　信用事業の特色について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　農漁協は，信用・共済・購買・販売・利用などの事業を兼営して行うという，

いわゆる総合事業方式で運営されている。
（２）　農漁協の信用事業は，組合員が互いに資金を融通しあって，ともに向上・進

歩を目指すという考え方に基づいて行われている。
（３）　農漁協の信用事業を利用することができるのは，農業者や漁業者等の組合員

や組合員の家族に限られている。

［問２］ 「協同組合のアイデンティティーに関する ICA 宣言」の（　）内に当てはまる
語句の組み合わせとして，正しいものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

　協同組合は，自助，自己責任，民主主義，（　ａ　），公正，連帯という価値に基
づいています。組合員は，創始者達の伝統を受け継いで，正直，（　ｂ　），社会的
責任，他人への配慮という倫理的な価値をその（　ｃ　）としています。
（１）　ａ．平等　　　　ｂ．公開　　　　　ｃ．信条
（２）　ａ．相互扶助　　ｂ．公共的使命　　ｃ．前提
（３）　ａ．誠実　　　　ｂ．信頼　　　　　ｃ．基本原則

［問３］　法律行為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）　民法は，意思能力が出生に始まり，死亡によって消滅すると規定している。
（２）　行為のときに精神に異常があったり，泥酔していたりして判断能力がない状

態で行った法律行為は，取り消すことができる。
（３）　行為能力とは，自分のなした法律行為の内容や結果を単独で確定的に自己に

帰属できる能力をいう。
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協 同 組 合 理 念

正解（1）	 正解率　63.6％	

解　説

協同組合は，自助，自己責任，民主主義，（a．平等），公正，連帯という価値に基づい

ています。組合員は，創始者達の伝統を受け継いで，正直，（b．公開），社会的責任，他

人への配慮という倫理的な価値をその（c．信条）としています。

したがって，（1）が正しいので，本問の正解である。テキス - ト P13　2-1　協同組合理

念をもつ

（ 1） 農林中金アカデミー

信用事業基礎（総合）

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］　信用事業の特色について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　農漁協は，信用・共済・購買・販売・利用などの事業を兼営して行うという，

いわゆる総合事業方式で運営されている。
（２）　農漁協の信用事業は，組合員が互いに資金を融通しあって，ともに向上・進

歩を目指すという考え方に基づいて行われている。
（３）　農漁協の信用事業を利用することができるのは，農業者や漁業者等の組合員

や組合員の家族に限られている。

［問２］ 「協同組合のアイデンティティーに関する ICA 宣言」の（　）内に当てはまる
語句の組み合わせとして，正しいものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

　協同組合は，自助，自己責任，民主主義，（　ａ　），公正，連帯という価値に基
づいています。組合員は，創始者達の伝統を受け継いで，正直，（　ｂ　），社会的
責任，他人への配慮という倫理的な価値をその（　ｃ　）としています。
（１）　ａ．平等　　　　ｂ．公開　　　　　ｃ．信条
（２）　ａ．相互扶助　　ｂ．公共的使命　　ｃ．前提
（３）　ａ．誠実　　　　ｂ．信頼　　　　　ｃ．基本原則

［問３］　法律行為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）　民法は，意思能力が出生に始まり，死亡によって消滅すると規定している。
（２）　行為のときに精神に異常があったり，泥酔していたりして判断能力がない状

態で行った法律行為は，取り消すことができる。
（３）　行為能力とは，自分のなした法律行為の内容や結果を単独で確定的に自己に

帰属できる能力をいう。
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法律行為を有効に行うための能力

正解（3）	 正解率　59.1％	

解　説

（1）民法は，「私権の享有は，出生に始まる」（3 条 1 項）と規定している。これは，権利能

力が出生に始まり，死亡によって消滅することを意味している。したがって，（1）は誤っ

ている。テキスト P16　1-1　個人（自然人）のお客さま

（2）行為のときに精神に異常があったり，泥酔していたりして判断能力がなかったとみられ

るときは，取り消すまでもなく，意思能力がない状態での法律行為として無効とされる（民

法 3 条の 2）。したがって，（2）は誤っている。テキスト P16　1-1　個人（自然人）のお

客さま

（3）行為能力とは，自分のなした法律行為の内容や結果を単独で確定的に自己に帰属できる

能力をいう。したがって，（3）は正しいので，本問の正解である。テキスト P16・17　1-1　

個人（自然人）のお客さま

（ 1） 農林中金アカデミー

信用事業基礎（総合）

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］　信用事業の特色について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　農漁協は，信用・共済・購買・販売・利用などの事業を兼営して行うという，

いわゆる総合事業方式で運営されている。
（２）　農漁協の信用事業は，組合員が互いに資金を融通しあって，ともに向上・進

歩を目指すという考え方に基づいて行われている。
（３）　農漁協の信用事業を利用することができるのは，農業者や漁業者等の組合員

や組合員の家族に限られている。

［問２］ 「協同組合のアイデンティティーに関する ICA 宣言」の（　）内に当てはまる
語句の組み合わせとして，正しいものを（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

　協同組合は，自助，自己責任，民主主義，（　ａ　），公正，連帯という価値に基
づいています。組合員は，創始者達の伝統を受け継いで，正直，（　ｂ　），社会的
責任，他人への配慮という倫理的な価値をその（　ｃ　）としています。
（１）　ａ．平等　　　　ｂ．公開　　　　　ｃ．信条
（２）　ａ．相互扶助　　ｂ．公共的使命　　ｃ．前提
（３）　ａ．誠実　　　　ｂ．信頼　　　　　ｃ．基本原則

［問３］　法律行為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）　民法は，意思能力が出生に始まり，死亡によって消滅すると規定している。
（２）　行為のときに精神に異常があったり，泥酔していたりして判断能力がない状

態で行った法律行為は，取り消すことができる。
（３）　行為能力とは，自分のなした法律行為の内容や結果を単独で確定的に自己に

帰属できる能力をいう。
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制 限 行 為 能 力 者

正解（1）	 正解率　61.5％	

解　説

ａ．法律行為を行うために必要な判断能力が備わっていない人を保護する仕組みとして，民

法は制限行為能力者制度を設けており，具体的には未成年者・成年被後見人・被保佐人・

被補助人が該当する。したがって，a は誤っている。テキスト P17　1-2　制限行為能力者

ｂ．法定後見制度は，家庭裁判所の選任した支援者（成年後見人・保佐人・補助人）が法定

代理人となって法律行為を行う。本人の判断能力が不十分になったときに，本人があらか

じめ結んでおいた後見契約にしたがって，後見人が本人を援助するのは，「任意後見制度」

である。したがって，b は誤っている。テキスト P18　1-2　制限行為能力者

ｃ．未成年者を保護するために，総合口座取引や貸出取引などは，未成年者とは行わない。

したがって，c は正しい。テキスト P17　1-2　制限行為能力者

以上により，誤っているのは a と b なので，（1）が本問の正解である。

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　制限行為能力者について，誤っているものの組み合わせを（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

　ａ． 民法は，法律行為を行うために必要な判断能力が備わっていない人を保護す
る仕組みとして制限行為能力者制度を設けており，具体的には未成年者・成
年被後見人・被補助人という３種類の人が該当する。

　ｂ． 法定後見制度は，本人の判断能力が不十分になったときに，本人があらかじ
め結んでおいた後見契約にしたがって，後見人が本人を援助する制度である。

　ｃ． 未成年者を保護するために，総合口座取引や貸出取引などは，未成年者とは
行わない。

（１）　ａ・ｂ
（２）　ｂ・ｃ
（３）　ａ・ｃ

［問５］　取引名義人と代理人・使者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貯金取引は，必ず本人名義でなければ行うことができない。
（２）　代理人は，取引者本人の氏名と届出印により，取引者本人に代わって取引を

行う。
（３）　使者との取引について，取引者本人の意思が不明の場合には，取引者本人の

委任状により，本人からの依頼で取引に来ていることを確認する。

［問６］　貯金契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　契約には諾成契約と要物契約の２種類があり，契約を結ぶ者の間の合意だけ

で成立するのが諾成契約，合意だけでなく契約の目的物の授受がないと成立し
ないのが要物契約である。

（２）　貯金契約のように，お客さまから預かった物（金銭）を消費し，同等の物（同
額の金銭）を返せばよいという契約を消費貸借契約という。

（３）　定期積金は，貯金者と金融機関の合意だけでなく，貯金者と金融機関との間
で金銭の授受があってはじめて成立する要物契約である。

［問７］　事務の基本について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　事務の基本は「正確」「迅速」「丁寧」であり，この中で，新入職員がまず押

さえるべきことは「正確な事務処理」である。　
（２）　仕事は責任を持って行うべきなので，可能な限り上司や先輩に相談すること

なく，１人で判断すべきである。
（３）　正確な事務の確認を行うためには，基本的なルールがまとめられた事務手続

等をまめに開き，チェックすることが求められる。　

−4−
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取引名義人と代理人・使者

正解（3）	 正解率　73.5％	

解　説

（1）貯金取引は本人名義でするのが原則であるが，本人名義でなければ行うことができない

わけではない。芸能人や作家などのお客さまから，通称やペンネームで取引をしたいとの

申し出があったときには自己の判断で応じるのではなく，上司に相談して指示を仰ぐよう

にする。したがって，（1）は誤っている。テキスト P20　2-1　取引名義人

（2）代理人は，代理人自身の氏名と代理人の届出印により，取引者本人に代わって取引を行

う。したがって，（2）は誤っている。テキスト P20　2-2　代理人・使者

（3）使者との取引について，取引者本人の意思が不明の場合には，取引者本人に使者を受任

者とする委任状を書いてもらい，委任状により取引者本人からの依頼で取引に来ているこ

とを確認する。したがって，（3）は正しいので，本問の正解である。テキスト P21　2-2　

代理人・使者

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　制限行為能力者について，誤っているものの組み合わせを（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

　ａ． 民法は，法律行為を行うために必要な判断能力が備わっていない人を保護す
る仕組みとして制限行為能力者制度を設けており，具体的には未成年者・成
年被後見人・被補助人という３種類の人が該当する。

　ｂ． 法定後見制度は，本人の判断能力が不十分になったときに，本人があらかじ
め結んでおいた後見契約にしたがって，後見人が本人を援助する制度である。

　ｃ． 未成年者を保護するために，総合口座取引や貸出取引などは，未成年者とは
行わない。

（１）　ａ・ｂ
（２）　ｂ・ｃ
（３）　ａ・ｃ

［問５］　取引名義人と代理人・使者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貯金取引は，必ず本人名義でなければ行うことができない。
（２）　代理人は，取引者本人の氏名と届出印により，取引者本人に代わって取引を

行う。
（３）　使者との取引について，取引者本人の意思が不明の場合には，取引者本人の

委任状により，本人からの依頼で取引に来ていることを確認する。

［問６］　貯金契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　契約には諾成契約と要物契約の２種類があり，契約を結ぶ者の間の合意だけ

で成立するのが諾成契約，合意だけでなく契約の目的物の授受がないと成立し
ないのが要物契約である。

（２）　貯金契約のように，お客さまから預かった物（金銭）を消費し，同等の物（同
額の金銭）を返せばよいという契約を消費貸借契約という。

（３）　定期積金は，貯金者と金融機関の合意だけでなく，貯金者と金融機関との間
で金銭の授受があってはじめて成立する要物契約である。

［問７］　事務の基本について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　事務の基本は「正確」「迅速」「丁寧」であり，この中で，新入職員がまず押

さえるべきことは「正確な事務処理」である。　
（２）　仕事は責任を持って行うべきなので，可能な限り上司や先輩に相談すること

なく，１人で判断すべきである。
（３）　正確な事務の確認を行うためには，基本的なルールがまとめられた事務手続

等をまめに開き，チェックすることが求められる。　
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貯 金 契 約

正解（1）	 正解率　75.6％	

解　説

（1）契約には諾成契約と要物契約の 2 種類があり，契約を結ぶ者の間の合意だけで成立する

のが諾成契約，合意だけでなく契約の目的物の授受がないと成立しないのが要物契約であ

る。したがって，（1）は正しいので，本問の正解である。テキスト P22　3-2　貯金契約は

要物契約から諾成契約へ

（2）貯金契約のように，預かった物（金銭）を消費し，同等の物（同額の金銭）を返せばよ

いという契約は「消費寄託契約」である。したがって，（2）は誤っている。テキスト P22　

3-1　消費寄託契約

（3）定期積金は，諾成契約とされている。したがって，（3）は誤っている。テキスト P22　

3-2　貯金契約は要物契約から諾成契約へ

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　制限行為能力者について，誤っているものの組み合わせを（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

　ａ． 民法は，法律行為を行うために必要な判断能力が備わっていない人を保護す
る仕組みとして制限行為能力者制度を設けており，具体的には未成年者・成
年被後見人・被補助人という３種類の人が該当する。

　ｂ． 法定後見制度は，本人の判断能力が不十分になったときに，本人があらかじ
め結んでおいた後見契約にしたがって，後見人が本人を援助する制度である。

　ｃ． 未成年者を保護するために，総合口座取引や貸出取引などは，未成年者とは
行わない。

（１）　ａ・ｂ
（２）　ｂ・ｃ
（３）　ａ・ｃ

［問５］　取引名義人と代理人・使者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貯金取引は，必ず本人名義でなければ行うことができない。
（２）　代理人は，取引者本人の氏名と届出印により，取引者本人に代わって取引を

行う。
（３）　使者との取引について，取引者本人の意思が不明の場合には，取引者本人の

委任状により，本人からの依頼で取引に来ていることを確認する。

［問６］　貯金契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　契約には諾成契約と要物契約の２種類があり，契約を結ぶ者の間の合意だけ

で成立するのが諾成契約，合意だけでなく契約の目的物の授受がないと成立し
ないのが要物契約である。

（２）　貯金契約のように，お客さまから預かった物（金銭）を消費し，同等の物（同
額の金銭）を返せばよいという契約を消費貸借契約という。

（３）　定期積金は，貯金者と金融機関の合意だけでなく，貯金者と金融機関との間
で金銭の授受があってはじめて成立する要物契約である。

［問７］　事務の基本について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　事務の基本は「正確」「迅速」「丁寧」であり，この中で，新入職員がまず押

さえるべきことは「正確な事務処理」である。　
（２）　仕事は責任を持って行うべきなので，可能な限り上司や先輩に相談すること

なく，１人で判断すべきである。
（３）　正確な事務の確認を行うためには，基本的なルールがまとめられた事務手続

等をまめに開き，チェックすることが求められる。　
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事 務 の 基 本

正解（2）	 正解率　97.3％	

解　説

（1）事務の基本は「正確」「迅速」「丁寧」であり，この中で，新入職員がまず押さえるべき

ことは「正確な事務処理」である。したがって，（1）は正しい。テキスト P23　4-1　基本

的な心がまえ

（2）自分 1 人で判断できないことは，上司の指示を仰ぐことが必要である。何でもかんでも

最後まで 1 人で行うことが，責任のある仕事とはいえない。上司への報告，連絡，相談を

忘れないようにする。したがって，（2）は誤っているので，本問の正解である。テキスト

P23　4-1　基本的な心がまえ

（3）正確な事務の確認を行うためには，事務手続等をまめに開き，チェックすることが求め

られる。したがって，（3）は正しい。テキスト P23　4-2　事務手続の遵守

（ 2）農林中金アカデミー

［問４］　制限行為能力者について，誤っているものの組み合わせを（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

　ａ． 民法は，法律行為を行うために必要な判断能力が備わっていない人を保護す
る仕組みとして制限行為能力者制度を設けており，具体的には未成年者・成
年被後見人・被補助人という３種類の人が該当する。

　ｂ． 法定後見制度は，本人の判断能力が不十分になったときに，本人があらかじ
め結んでおいた後見契約にしたがって，後見人が本人を援助する制度である。

　ｃ． 未成年者を保護するために，総合口座取引や貸出取引などは，未成年者とは
行わない。

（１）　ａ・ｂ
（２）　ｂ・ｃ
（３）　ａ・ｃ

［問５］　取引名義人と代理人・使者について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貯金取引は，必ず本人名義でなければ行うことができない。
（２）　代理人は，取引者本人の氏名と届出印により，取引者本人に代わって取引を

行う。
（３）　使者との取引について，取引者本人の意思が不明の場合には，取引者本人の

委任状により，本人からの依頼で取引に来ていることを確認する。

［問６］　貯金契約について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　契約には諾成契約と要物契約の２種類があり，契約を結ぶ者の間の合意だけ

で成立するのが諾成契約，合意だけでなく契約の目的物の授受がないと成立し
ないのが要物契約である。

（２）　貯金契約のように，お客さまから預かった物（金銭）を消費し，同等の物（同
額の金銭）を返せばよいという契約を消費貸借契約という。

（３）　定期積金は，貯金者と金融機関の合意だけでなく，貯金者と金融機関との間
で金銭の授受があってはじめて成立する要物契約である。

［問７］　事務の基本について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　事務の基本は「正確」「迅速」「丁寧」であり，この中で，新入職員がまず押

さえるべきことは「正確な事務処理」である。　
（２）　仕事は責任を持って行うべきなので，可能な限り上司や先輩に相談すること

なく，１人で判断すべきである。
（３）　正確な事務の確認を行うためには，基本的なルールがまとめられた事務手続

等をまめに開き，チェックすることが求められる。　
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現 金 の 取 扱 い

正解（1）	 正解率　80.4％	

解　説

ａ．お客さまの大切な現金を取り扱うときには，万が一過不足があった場合，後からでは証

明することが難しいため，「現金その場限り」が原則となる。したがって，a は正しい。テ

キスト P24　4-3　現金の取扱い

ｂ．新券とは，日本銀行で印刷されてから初めて金融機関に渡され市中に出回る新しい紙幣

のことをいう。したがって，b は正しい。テキスト P25　4-3　現金の取扱い

ｃ．硬貨は紙幣のように破れたり焼けたりして面積が減ることを想定していないので，面積

による引換基準はなく，鑑定の結果は，全額か失効のいずれかである。受け入れ時に，流

通上自然に摩損していたり，火災などで変形している硬貨は，入金処理をせず日本銀行に

持ち込み鑑定を受ける。したがって，c は誤っている。テキスト P25　4-3　現金の取扱い

以上により，誤っているものは c の 1 つだけであるので，（1）が本問の正解である。

（ 3） 農林中金アカデミー

［問８］　現金の取扱いについて，誤っているものはいくつあるか。（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

　ａ． 現金の授受は，後で過不足があった場合に証明することが難しいため，お客
さまの面前で行うのが原則である。

　ｂ． 新券とは，日本銀行で印刷されてから初めて金融機関に渡され市中に出回る
新しい紙幣のことをいう。

　ｃ． 受け入れ時に，流通上自然に摩損していたり，火災などで変形して５分の２
以上３分の２未満残っている硬貨は，額面金額の半額と引き換えられる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問９］　伝票の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　伝票は，経理上の記録書類であり，取引の証拠書類でもある重要な書類なの

で，お客さま自身に記入してもらった。
（２）　お客さまが伝票の金額を書き間違えたので，訂正するのではなく，新たに伝

票を書き直してもらった。
（３）　手に包帯を巻いたお客さまが，「骨折して文字を書けない」とおっしゃった

ので，職員がお客さまの意思を確認して代筆を行ったが，役席者もこのやりと
りを見ていたので，記録は残さなかった。

［問 10］　通帳や証書，印鑑の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　印章とは，「はんこ」そのもののことで，伝票などに押された印章の跡を「印

影」，取引開始前にあらかじめ届け出ていただく印影を「印鑑」という。
（２）　原則として伝票の代筆を行わないのと同様に，押印もお客さまご自身にして

いただくのが原則である。
（３）　貯金規定は，お客さまが通帳または証書と届出印をお持ちになったというだ

けでは，正当な貯金者とみなすことができないとしている。

［問 11］　守秘義務について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの貯金や貸出金といった取引内容や資産内容は，内部情報としては

有効活用できる重要な情報であるが，外部に漏らすことは禁じられている。
（２）　お客さまの取引内容に関する情報は，「○○さまにも貯金してもらいました。

△△さまもぜひお願いします」というように，セールストークで積極的に活用
すべきである。

（３）　仕事上知り得た情報は，たとえ家族であっても漏らしてはいけない。

−8−

信用事業基礎 _総合



伝 票 の 取 扱 い

正解（3）	 正解率　98.9％	

解　説

（1）伝票は，経理上の記録書類であり，取引の証拠書類でもある重要な書類なので，お客さ

ま自身に記入してもらう。したがって，（1）は正しい。テキスト P26　4-4　伝票の取扱い

（2）万が一，お客さまが伝票を書き損じてしまった場合には，書き直してもらうか，訂正印

を押してもらう。ただし，伝票の金額欄や氏名は，訂正印による書き直しは受け付けられ

ない。したがって，（2）は正しい。テキスト P27　4-4　伝票の取扱い

（3）代筆に関しては，代筆（代読）記録を残しておく等のルールが事務手続に規定されている。

したがって，（3）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P26　4-4　伝票の取扱

い

（ 3） 農林中金アカデミー

［問８］　現金の取扱いについて，誤っているものはいくつあるか。（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

　ａ． 現金の授受は，後で過不足があった場合に証明することが難しいため，お客
さまの面前で行うのが原則である。

　ｂ． 新券とは，日本銀行で印刷されてから初めて金融機関に渡され市中に出回る
新しい紙幣のことをいう。

　ｃ． 受け入れ時に，流通上自然に摩損していたり，火災などで変形して５分の２
以上３分の２未満残っている硬貨は，額面金額の半額と引き換えられる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問９］　伝票の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　伝票は，経理上の記録書類であり，取引の証拠書類でもある重要な書類なの

で，お客さま自身に記入してもらった。
（２）　お客さまが伝票の金額を書き間違えたので，訂正するのではなく，新たに伝

票を書き直してもらった。
（３）　手に包帯を巻いたお客さまが，「骨折して文字を書けない」とおっしゃった

ので，職員がお客さまの意思を確認して代筆を行ったが，役席者もこのやりと
りを見ていたので，記録は残さなかった。

［問 10］　通帳や証書，印鑑の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　印章とは，「はんこ」そのもののことで，伝票などに押された印章の跡を「印

影」，取引開始前にあらかじめ届け出ていただく印影を「印鑑」という。
（２）　原則として伝票の代筆を行わないのと同様に，押印もお客さまご自身にして

いただくのが原則である。
（３）　貯金規定は，お客さまが通帳または証書と届出印をお持ちになったというだ

けでは，正当な貯金者とみなすことができないとしている。

［問 11］　守秘義務について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの貯金や貸出金といった取引内容や資産内容は，内部情報としては

有効活用できる重要な情報であるが，外部に漏らすことは禁じられている。
（２）　お客さまの取引内容に関する情報は，「○○さまにも貯金してもらいました。

△△さまもぜひお願いします」というように，セールストークで積極的に活用
すべきである。

（３）　仕事上知り得た情報は，たとえ家族であっても漏らしてはいけない。
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通帳や証書，印鑑の取扱い

正解（3）	 正解率　73.6％	

解　説

（1）印章とは，「はんこ」そのもののことで，伝票などに押された印章の跡を「印影」，取引

開始前にあらかじめ届け出ていただく印影を「印鑑」という。したがって，（1）は正しい。

テキスト P27　4-6　印鑑の取扱い

（2）押印は，お客さまご自身にしていただくのが原則である。したがって，（2）は正しい。

テキスト P28　4-6　印鑑の取扱い

（3）貯金契約においては，通帳または証書と届出印をお持ちになったお客さまを正当な貯金

者として対応することとし，万が一，通帳，証書の所持人が正当な貯金者でなかったとし

ても，金融機関に重大な過失がない限り，責任を免れるとされている。したがって，（3）

は誤っているので，本問の正解である。テキスト P27　4-5　通帳や証書の取扱い

（ 3） 農林中金アカデミー

［問８］　現金の取扱いについて，誤っているものはいくつあるか。（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

　ａ． 現金の授受は，後で過不足があった場合に証明することが難しいため，お客
さまの面前で行うのが原則である。

　ｂ． 新券とは，日本銀行で印刷されてから初めて金融機関に渡され市中に出回る
新しい紙幣のことをいう。

　ｃ． 受け入れ時に，流通上自然に摩損していたり，火災などで変形して５分の２
以上３分の２未満残っている硬貨は，額面金額の半額と引き換えられる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問９］　伝票の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　伝票は，経理上の記録書類であり，取引の証拠書類でもある重要な書類なの

で，お客さま自身に記入してもらった。
（２）　お客さまが伝票の金額を書き間違えたので，訂正するのではなく，新たに伝

票を書き直してもらった。
（３）　手に包帯を巻いたお客さまが，「骨折して文字を書けない」とおっしゃった

ので，職員がお客さまの意思を確認して代筆を行ったが，役席者もこのやりと
りを見ていたので，記録は残さなかった。

［問 10］　通帳や証書，印鑑の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　印章とは，「はんこ」そのもののことで，伝票などに押された印章の跡を「印

影」，取引開始前にあらかじめ届け出ていただく印影を「印鑑」という。
（２）　原則として伝票の代筆を行わないのと同様に，押印もお客さまご自身にして

いただくのが原則である。
（３）　貯金規定は，お客さまが通帳または証書と届出印をお持ちになったというだ

けでは，正当な貯金者とみなすことができないとしている。

［問 11］　守秘義務について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの貯金や貸出金といった取引内容や資産内容は，内部情報としては

有効活用できる重要な情報であるが，外部に漏らすことは禁じられている。
（２）　お客さまの取引内容に関する情報は，「○○さまにも貯金してもらいました。

△△さまもぜひお願いします」というように，セールストークで積極的に活用
すべきである。

（３）　仕事上知り得た情報は，たとえ家族であっても漏らしてはいけない。
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守 秘 義 務

正解（2）	 正解率　99.3％	

解　説

（1）お客さまの貯金や貸出金といった取引内容や資産内容は，外部に漏らすことはできない

が，内部情報としては有効活用できる重要な情報である。したがって，（1）は正しい。テ

キスト P28　4-7　守秘義務

（2）「○○さまにも貯金してもらいましたので，ぜひお願いします」といったセールストー

クは，お客さま（○○さま）の情報を漏らすことになるので避けるべきである。したがって，

（2）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P28　4-7　守秘義務

（3）仕事上知り得た情報は，たとえ家族であっても話してはいけない。したがって，（3）は

正しい。テキスト P29　4-7　守秘義務

（ 3） 農林中金アカデミー

［問８］　現金の取扱いについて，誤っているものはいくつあるか。（１）～（３）の中
から１つ選びなさい。

　ａ． 現金の授受は，後で過不足があった場合に証明することが難しいため，お客
さまの面前で行うのが原則である。

　ｂ． 新券とは，日本銀行で印刷されてから初めて金融機関に渡され市中に出回る
新しい紙幣のことをいう。

　ｃ． 受け入れ時に，流通上自然に摩損していたり，火災などで変形して５分の２
以上３分の２未満残っている硬貨は，額面金額の半額と引き換えられる。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ

［問９］　伝票の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　伝票は，経理上の記録書類であり，取引の証拠書類でもある重要な書類なの

で，お客さま自身に記入してもらった。
（２）　お客さまが伝票の金額を書き間違えたので，訂正するのではなく，新たに伝

票を書き直してもらった。
（３）　手に包帯を巻いたお客さまが，「骨折して文字を書けない」とおっしゃった

ので，職員がお客さまの意思を確認して代筆を行ったが，役席者もこのやりと
りを見ていたので，記録は残さなかった。

［問 10］　通帳や証書，印鑑の取扱いについて，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　印章とは，「はんこ」そのもののことで，伝票などに押された印章の跡を「印

影」，取引開始前にあらかじめ届け出ていただく印影を「印鑑」という。
（２）　原則として伝票の代筆を行わないのと同様に，押印もお客さまご自身にして

いただくのが原則である。
（３）　貯金規定は，お客さまが通帳または証書と届出印をお持ちになったというだ

けでは，正当な貯金者とみなすことができないとしている。

［問 11］　守秘義務について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまの貯金や貸出金といった取引内容や資産内容は，内部情報としては

有効活用できる重要な情報であるが，外部に漏らすことは禁じられている。
（２）　お客さまの取引内容に関する情報は，「○○さまにも貯金してもらいました。

△△さまもぜひお願いします」というように，セールストークで積極的に活用
すべきである。

（３）　仕事上知り得た情報は，たとえ家族であっても漏らしてはいけない。
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貯 金 商 品 の 概 要

正解（1）	 正解率　91.7％	

解　説

（1）総合口座は，個人のお客さま限定の商品である。したがって，（1）は誤っているので，

本問の正解である。テキスト P30　5　つかう貯金

（2）納税準備貯金は，納税資金を準備するための貯金であり，利息は非課税で，金利は普通

貯金より高めに設定されているのが一般的であるが，納税以外の目的で払戻しをすると，

その払戻日が属する利息計算期間中の利息は普通貯金利率が適用され，利息に対して課税

される。したがって，（2）は正しい。テキスト P31　5　つかう貯金

（3）貯蓄貯金は，スウィング（自動振替）サービスを利用することができる。したがって，（3）

は正しい。テキスト P31　5　つかう貯金

（ 4）農林中金アカデミー

［問 12］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　総合口座は，さまざまな便利な機能を備えた商品であり，個人だけではなく

法人のお客さまにもぜひお勧めしたい商品である。
（２）　納税準備貯金を納税以外の目的で払戻しをすると，その払戻日が属する利息

計算期間中の利息は普通貯金利率が適用され，利息に対して課税される。
（３）　貯蓄貯金は，普通貯金・貯蓄貯金間で，指定された振替日に指定された条件

に従い自動的に振り替えるスウィング（自動振替）サービスを利用することがで
きる。

［問 13］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　犯罪収益移転防止法は，マネー・ローンダリングや，爆弾テロ，ハイジャッ

クなどのテロ資金供与を防止するために制定された法律である。
（２）　法人の取引担当者であることの確認は，法人の委任状その他の書面を持って

いることや，法人の代表権のある役員として登記されていること，電話等によ
る確認等により行う。

（３）　口座名義人が国，地方公共団体，上場企業等である場合には，取引時確認を
行う必要はない。

［問 14］　次のうち，取引時確認が必要な取引はどれか，（１）～（３）の中から１つ
選びなさい。

（１）　口座開設，貸金庫，保護預りなどの取引の開始
（２）　100 万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引
（３）　電気料金の支払いのため 10 万円を超える現金による振込をするとき

［問 15］　取引時確認について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与その他犯罪に関与している疑い

があっても，取引時確認を行わなくてもよい取引については，疑わしい取引の
届出対象から除かれている。

（２）　外国の元首等重要な公的地位にある者およびその家族など外国 PEPs との取
引は，ハイリスク取引として，資産および収入の状況の確認が求められている。

（３）　本人特定事項の確認をする書類（本人確認書類）が有効期限のない公的証明書
である場合，提示または送付を受ける日の前６カ月以内に作成されたものに限
られる。
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取 引 時 確 認

正解（3）	 正解率　81.2％	

解　説

（1）犯罪収益移転防止法は，マネー・ローンダリング（資金洗浄）や，爆弾テロ，ハイジャッ

クなどのテロ資金供与を防止するために制定された法律である。したがって，（1）は正しい。

テキスト P38　6-2　新規口座開設のポイント

（2）法人取引の場合は，登記事項証明書等の公的証明書による法人の取引時確認と，取引担

当者（代表者等）の本人特定事項の確認が必要となる。また，法人の委任状その他の書面

を持っていることや，法人の代表権のある役員として登記されていること，電話等による

確認，金融機関がその法人と取引担当者との関係を知っていることにより，来店者がその

法人の取引担当者であることを確認する必要がある。したがって，（2）は正しい。テキス

ト P36・37　6-2　新規口座開設のポイント

（3）口座名義人が国，地方公共団体，上場企業等である場合には，取引時確認を行う必要が

ないわけではなく，取引担当者の本人特定事項の確認を行う。したがって，（3）は誤って

いるので，本問の正解である。テキスト P37　6-2　新規口座開設のポイント

（ 4）農林中金アカデミー

［問 12］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　総合口座は，さまざまな便利な機能を備えた商品であり，個人だけではなく

法人のお客さまにもぜひお勧めしたい商品である。
（２）　納税準備貯金を納税以外の目的で払戻しをすると，その払戻日が属する利息

計算期間中の利息は普通貯金利率が適用され，利息に対して課税される。
（３）　貯蓄貯金は，普通貯金・貯蓄貯金間で，指定された振替日に指定された条件

に従い自動的に振り替えるスウィング（自動振替）サービスを利用することがで
きる。

［問 13］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　犯罪収益移転防止法は，マネー・ローンダリングや，爆弾テロ，ハイジャッ

クなどのテロ資金供与を防止するために制定された法律である。
（２）　法人の取引担当者であることの確認は，法人の委任状その他の書面を持って

いることや，法人の代表権のある役員として登記されていること，電話等によ
る確認等により行う。

（３）　口座名義人が国，地方公共団体，上場企業等である場合には，取引時確認を
行う必要はない。

［問 14］　次のうち，取引時確認が必要な取引はどれか，（１）～（３）の中から１つ
選びなさい。

（１）　口座開設，貸金庫，保護預りなどの取引の開始
（２）　100 万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引
（３）　電気料金の支払いのため 10 万円を超える現金による振込をするとき

［問 15］　取引時確認について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与その他犯罪に関与している疑い

があっても，取引時確認を行わなくてもよい取引については，疑わしい取引の
届出対象から除かれている。

（２）　外国の元首等重要な公的地位にある者およびその家族など外国 PEPs との取
引は，ハイリスク取引として，資産および収入の状況の確認が求められている。

（３）　本人特定事項の確認をする書類（本人確認書類）が有効期限のない公的証明書
である場合，提示または送付を受ける日の前６カ月以内に作成されたものに限
られる。
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取 引 時 確 認

正解（1）	 正解率　81.9％	

解　説

次の取引の際には，取引時確認をする必要がある。

①　口座開設，貸金庫，保護預りなどの取引の開始

②　200 万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引

③　10 万円を超える現金による振込（国や地方公共団体への各種税金・料金の納付，電気・

ガス・水道料金の支払いや学校の入学金・授業料の支払いは除く）をするとき，10 万

円を超える現金を持参人払式小切手により受け取るとき

④　融資取引をするとき

したがって，（1）が正しいので，本問の正解である。テキスト P38　6-2　新規口座開設

のポイント
（ 4）農林中金アカデミー

［問 12］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　総合口座は，さまざまな便利な機能を備えた商品であり，個人だけではなく

法人のお客さまにもぜひお勧めしたい商品である。
（２）　納税準備貯金を納税以外の目的で払戻しをすると，その払戻日が属する利息

計算期間中の利息は普通貯金利率が適用され，利息に対して課税される。
（３）　貯蓄貯金は，普通貯金・貯蓄貯金間で，指定された振替日に指定された条件

に従い自動的に振り替えるスウィング（自動振替）サービスを利用することがで
きる。

［問 13］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　犯罪収益移転防止法は，マネー・ローンダリングや，爆弾テロ，ハイジャッ

クなどのテロ資金供与を防止するために制定された法律である。
（２）　法人の取引担当者であることの確認は，法人の委任状その他の書面を持って

いることや，法人の代表権のある役員として登記されていること，電話等によ
る確認等により行う。

（３）　口座名義人が国，地方公共団体，上場企業等である場合には，取引時確認を
行う必要はない。

［問 14］　次のうち，取引時確認が必要な取引はどれか，（１）～（３）の中から１つ
選びなさい。

（１）　口座開設，貸金庫，保護預りなどの取引の開始
（２）　100 万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引
（３）　電気料金の支払いのため 10 万円を超える現金による振込をするとき

［問 15］　取引時確認について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与その他犯罪に関与している疑い

があっても，取引時確認を行わなくてもよい取引については，疑わしい取引の
届出対象から除かれている。

（２）　外国の元首等重要な公的地位にある者およびその家族など外国 PEPs との取
引は，ハイリスク取引として，資産および収入の状況の確認が求められている。

（３）　本人特定事項の確認をする書類（本人確認書類）が有効期限のない公的証明書
である場合，提示または送付を受ける日の前６カ月以内に作成されたものに限
られる。
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取 引 時 確 認

正解（3）	 正解率　65.0％	

解　説

（1）取引時確認を行わなくてもよい取引であっても，マネー・ローンダリングまたはテロ資

金供与その他犯罪に関与している疑いのある取引については，疑わしい取引の届出対象と

なる。したがって，（1）は誤っている。テキスト P39　6-2　新規口座開設のポイント

（2）外国の元首等重要な公的地位にある者およびその家族など外国 PEPs との取引は，ハイ

リスク取引として，改めてより厳格な確認が必要となる。さらに，その取引が 200 万円を

超える財産の移転を伴う場合には，資産および収入の状況の確認も求められる。したがっ

て，（2）は誤っている。テキスト P39　6-2　新規口座開設のポイント

（3）本人確認書類が有効期限のない公的証明書である場合には，提示または送付を受ける日

の前 6 カ月以内に作成されたものに限られる。したがって，（3）は正しいので，本問の正

解である。テキスト P39　6-2　新規口座開設のポイント

（ 4）農林中金アカデミー

［問 12］　貯金商品の概要について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　総合口座は，さまざまな便利な機能を備えた商品であり，個人だけではなく

法人のお客さまにもぜひお勧めしたい商品である。
（２）　納税準備貯金を納税以外の目的で払戻しをすると，その払戻日が属する利息

計算期間中の利息は普通貯金利率が適用され，利息に対して課税される。
（３）　貯蓄貯金は，普通貯金・貯蓄貯金間で，指定された振替日に指定された条件

に従い自動的に振り替えるスウィング（自動振替）サービスを利用することがで
きる。

［問 13］　取引時確認について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　犯罪収益移転防止法は，マネー・ローンダリングや，爆弾テロ，ハイジャッ

クなどのテロ資金供与を防止するために制定された法律である。
（２）　法人の取引担当者であることの確認は，法人の委任状その他の書面を持って

いることや，法人の代表権のある役員として登記されていること，電話等によ
る確認等により行う。

（３）　口座名義人が国，地方公共団体，上場企業等である場合には，取引時確認を
行う必要はない。

［問 14］　次のうち，取引時確認が必要な取引はどれか，（１）～（３）の中から１つ
選びなさい。

（１）　口座開設，貸金庫，保護預りなどの取引の開始
（２）　100 万円を超える現金・持参人払式小切手などの受払いを伴う取引
（３）　電気料金の支払いのため 10 万円を超える現金による振込をするとき

［問 15］　取引時確認について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　マネー・ローンダリングまたはテロ資金供与その他犯罪に関与している疑い

があっても，取引時確認を行わなくてもよい取引については，疑わしい取引の
届出対象から除かれている。

（２）　外国の元首等重要な公的地位にある者およびその家族など外国 PEPs との取
引は，ハイリスク取引として，資産および収入の状況の確認が求められている。

（３）　本人特定事項の確認をする書類（本人確認書類）が有効期限のない公的証明書
である場合，提示または送付を受ける日の前６カ月以内に作成されたものに限
られる。
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個 人 情 報 保 護 法

正解（1）	 正解率　20.7％	

解　説

（1）新規口座の開設にあたってお客さまから提供された個人情報は，あらかじめ利用目的を

できる限り特定し，その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ取り扱わなければならない。

したがって，（1）は正しいので，本問の正解である。テキスト P41　6-2　新規口座開設の

ポイント

（2）個人情報は適正な方法で取得し，取得時に本人に対して利用目的の通知・公表等をする

必要があるが，本人の同意までは求められていない。ただし，金融庁のガイドラインは，

利用目的について，本人の同意を得ることが望ましいとしている。したがって，（2）は誤っ

ている。テキスト P41　6-2　新規口座開設のポイント

（3）あらかじめ本人の同意を得なければ，第三者に個人データを提供してはならない。した

がって，（3）は誤っている。テキスト P41　6-2　新規口座開設のポイント

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 16］　個人情報保護法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　新規口座の開設にあたってお客さまから提供された個人情報は，あらかじめ

利用目的をできる限り特定し，その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ取り
扱わなければならない。

（２）　個人情報は，あらかじめ利用目的について本人の同意を得たうえで，適正な
方法で取得しなければならない。

（３）　第三者に個人データを提供した場合には，速やかに本人の同意を得なければ
ならない。

［問 17］　入出金処理について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　入金処理にあたっては，復唱確認をして，通帳と伝票の口座番号や氏名が一

致しているか，伝票の金額と現金が一致しているかを確認する。
（２）　出金処理にあたっては，通帳と伝票の口座番号や氏名が一致しているか，伝

票の金額，押印などを確認する。
（３）　まとまった金額の出金のときには，「事故防止のため，私どもでは資金使途

を教えていただけないとお支払いできないことになっています」などと言って，
必ず資金使途を聞き出すようにする。

［問 18］　振込について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　全国銀行内国為替制度は，個人や企業が金融機関に振込を依頼した場合など

に，金融機関同士の決済を行うための仕組みである。
（２）　先日付振込は，振込の依頼があった日に，あらかじめ振込通知を発信してお

く方法である。
（３）　文書扱い（普通扱い）の振込は，振込通知をテレ為替によらず，文書（振込票）

により郵送または金融機関間の文書交換制度を利用して授受し，振込を行う方
式である。

［問 19］　振込処理について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被仕向店は，仕向店から発信された振込通知の記載内容に不備があった場合，

仕向店に照会する。
（２）　振込資金は現金や普通貯金からの振替に限られており，小切手による振込は，

自店の当座小切手であっても取り扱うことができない。
（３）　お客さまが組合員以外で受取金額（振込金額＋消費税込みの手数料）が３万円

以上の場合には，200 円の収入印紙を貼付する。

−16−

信用事業基礎 _総合



入 出 金 処 理

正解（3）	 正解率　68.2％	

解　説

（1）入金処理にあたっては，復唱確認をして，通帳と伝票の口座番号や氏名が一致している

か，伝票の金額と現金が一致しているかを確認する必要がある。したがって，（1）は正しい。

テキスト P49　1-2　入金処理のポイント

（2）出金処理にあたっては，通帳と伝票の口座番号や氏名が一致しているか，伝票の金額，

押印などを確認する必要がある。したがって，（2）は正しい。テキスト P50　2-2　出金処

理のポイント

（3）まとまった金額の支払いの際には，資金使途を尋ねることで，振り込め詐欺等万が一の

事故の可能性がないか会話から察知できる。また，資金使途がわかれば，お客さまに合っ

た商品やサービスを案内するチャンスをつかむこともできる。しかしながら，どんな場合

にも「必ず資金使途を尋ねる」のでは，お客さまの気分を害しかねない。答えていただけ

ない場合には，しつこく聞くのは控えるようにする。したがって，（3）は誤っているので，

本問の正解である。テキスト P51　2-2　出金処理のポイント

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 16］　個人情報保護法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　新規口座の開設にあたってお客さまから提供された個人情報は，あらかじめ

利用目的をできる限り特定し，その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ取り
扱わなければならない。

（２）　個人情報は，あらかじめ利用目的について本人の同意を得たうえで，適正な
方法で取得しなければならない。

（３）　第三者に個人データを提供した場合には，速やかに本人の同意を得なければ
ならない。

［問 17］　入出金処理について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　入金処理にあたっては，復唱確認をして，通帳と伝票の口座番号や氏名が一

致しているか，伝票の金額と現金が一致しているかを確認する。
（２）　出金処理にあたっては，通帳と伝票の口座番号や氏名が一致しているか，伝

票の金額，押印などを確認する。
（３）　まとまった金額の出金のときには，「事故防止のため，私どもでは資金使途

を教えていただけないとお支払いできないことになっています」などと言って，
必ず資金使途を聞き出すようにする。

［問 18］　振込について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　全国銀行内国為替制度は，個人や企業が金融機関に振込を依頼した場合など

に，金融機関同士の決済を行うための仕組みである。
（２）　先日付振込は，振込の依頼があった日に，あらかじめ振込通知を発信してお

く方法である。
（３）　文書扱い（普通扱い）の振込は，振込通知をテレ為替によらず，文書（振込票）

により郵送または金融機関間の文書交換制度を利用して授受し，振込を行う方
式である。

［問 19］　振込処理について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被仕向店は，仕向店から発信された振込通知の記載内容に不備があった場合，

仕向店に照会する。
（２）　振込資金は現金や普通貯金からの振替に限られており，小切手による振込は，

自店の当座小切手であっても取り扱うことができない。
（３）　お客さまが組合員以外で受取金額（振込金額＋消費税込みの手数料）が３万円

以上の場合には，200 円の収入印紙を貼付する。
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振 込

正解（2）	 正解率　39.9％	

解　説

（1）全国銀行内国為替制度は，個人や企業が金融機関に振込を依頼した場合などに，金融機

関同士の決済を行うための仕組みである。したがって，（1）は正しい。テキスト P61　1-2　

振込の種類

（2）先日付振込は，振込指定日前に，あらかじめ振込通知を発信する。企業等の法人からた

くさんの振込依頼を受ける場合等に，あらかじめデータをいただいておき，時間に余裕が

あるときに処理をしておく。したがって，（2）は誤っているので，本問の正解である。テ

キスト P61　1-2　振込の種類

（3）文書扱い（普通扱い）の振込は，振込通知をテレ為替によらず，文書（振込票）により

郵送または金融機関間の文書交換制度を利用して授受し，振込を行う方式である。したがっ

て，（3）は正しい。テキスト P62　1-2　振込の種類

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 16］　個人情報保護法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　新規口座の開設にあたってお客さまから提供された個人情報は，あらかじめ

利用目的をできる限り特定し，その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ取り
扱わなければならない。

（２）　個人情報は，あらかじめ利用目的について本人の同意を得たうえで，適正な
方法で取得しなければならない。

（３）　第三者に個人データを提供した場合には，速やかに本人の同意を得なければ
ならない。

［問 17］　入出金処理について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　入金処理にあたっては，復唱確認をして，通帳と伝票の口座番号や氏名が一

致しているか，伝票の金額と現金が一致しているかを確認する。
（２）　出金処理にあたっては，通帳と伝票の口座番号や氏名が一致しているか，伝

票の金額，押印などを確認する。
（３）　まとまった金額の出金のときには，「事故防止のため，私どもでは資金使途

を教えていただけないとお支払いできないことになっています」などと言って，
必ず資金使途を聞き出すようにする。

［問 18］　振込について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　全国銀行内国為替制度は，個人や企業が金融機関に振込を依頼した場合など

に，金融機関同士の決済を行うための仕組みである。
（２）　先日付振込は，振込の依頼があった日に，あらかじめ振込通知を発信してお

く方法である。
（３）　文書扱い（普通扱い）の振込は，振込通知をテレ為替によらず，文書（振込票）

により郵送または金融機関間の文書交換制度を利用して授受し，振込を行う方
式である。

［問 19］　振込処理について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被仕向店は，仕向店から発信された振込通知の記載内容に不備があった場合，

仕向店に照会する。
（２）　振込資金は現金や普通貯金からの振替に限られており，小切手による振込は，

自店の当座小切手であっても取り扱うことができない。
（３）　お客さまが組合員以外で受取金額（振込金額＋消費税込みの手数料）が３万円

以上の場合には，200 円の収入印紙を貼付する。
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振 込 処 理

正解（1）	 正解率　85.4％	

解　説

（1）振込通知の記載内容に不備があった場合は，仕向店に照会する。したがって，（1）は正

しいので，本問の正解である。テキスト P63　1-3　振込処理のポイント

（2）振込資金はただちに現金化できるものに限られているが，現金や普通貯金からの振替だ

けでなく，自店の当座小切手も含まれる。したがって，（2）は誤っている。テキスト P63　

1-3　振込処理のポイント

（3）お客さまが組合員以外で受取金額（振込金額＋消費税込みの手数料）が 5 万円以上の

場合には，200 円の収入印紙を貼付する。したがって，（3）は誤っている。テキスト P 63　

1-3　振込処理のポイント

（ 5） 農林中金アカデミー

［問 16］　個人情報保護法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　新規口座の開設にあたってお客さまから提供された個人情報は，あらかじめ

利用目的をできる限り特定し，その利用目的の達成に必要な範囲内でのみ取り
扱わなければならない。

（２）　個人情報は，あらかじめ利用目的について本人の同意を得たうえで，適正な
方法で取得しなければならない。

（３）　第三者に個人データを提供した場合には，速やかに本人の同意を得なければ
ならない。

［問 17］　入出金処理について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　入金処理にあたっては，復唱確認をして，通帳と伝票の口座番号や氏名が一

致しているか，伝票の金額と現金が一致しているかを確認する。
（２）　出金処理にあたっては，通帳と伝票の口座番号や氏名が一致しているか，伝

票の金額，押印などを確認する。
（３）　まとまった金額の出金のときには，「事故防止のため，私どもでは資金使途

を教えていただけないとお支払いできないことになっています」などと言って，
必ず資金使途を聞き出すようにする。

［問 18］　振込について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　全国銀行内国為替制度は，個人や企業が金融機関に振込を依頼した場合など

に，金融機関同士の決済を行うための仕組みである。
（２）　先日付振込は，振込の依頼があった日に，あらかじめ振込通知を発信してお

く方法である。
（３）　文書扱い（普通扱い）の振込は，振込通知をテレ為替によらず，文書（振込票）

により郵送または金融機関間の文書交換制度を利用して授受し，振込を行う方
式である。

［問 19］　振込処理について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被仕向店は，仕向店から発信された振込通知の記載内容に不備があった場合，

仕向店に照会する。
（２）　振込資金は現金や普通貯金からの振替に限られており，小切手による振込は，

自店の当座小切手であっても取り扱うことができない。
（３）　お客さまが組合員以外で受取金額（振込金額＋消費税込みの手数料）が３万円

以上の場合には，200 円の収入印紙を貼付する。
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組戻し・取消し・訂正

正解（3）	 正解率　36.5％	

解　説

（1）組戻しの手続は，被仕向店へテレ為替で組戻依頼電文を発信し，振込金額の返戻を受け

た後に，振込金受取書を回収したうえで支払う。したがって，（1）は正しい。テキスト

P64　1-5　組戻し

（2）仕向店の誤発信による取消しは，振込の発信日の翌営業日まで発信することができる。

したがって，（2）は正しい。テキスト P64　1-6　取消し

（3）訂正の手続は，仕向店が被仕向店宛てに訂正依頼電文を発信し，これを受けた被仕向店

が仕向店に，訂正承諾電文を発信する。したがって，（3）は誤っているので，本問の正解

である。テキスト P 64　1-7　訂正

（ 6）農林中金アカデミー

［問 20］　組戻し，取消しおよび訂正について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　組戻しは，被仕向店から当該金額の返戻を受けた後に，振込金受取書を回収

したうえで支払う。
（２）　仕向店の誤発信による取消しは，振込の発信日の翌営業日まで発信すること

ができる。
（３）　訂正の手続は，被仕向店が仕向店宛てに訂正依頼電文を発信して，これを受

けた仕向店が被仕向店に訂正承諾電文を発信する。

［問 21］　国庫金の取扱い等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　国庫金の歳入事務については，JA・JF の本・支店が日本銀行の歳入代理店

となって取り扱っている。
（２）　国が民間の会社や個人などに対して支払う国庫金を受取人の口座に振り込む

国庫金振込事務については，ほとんどの JA・JF が国庫金の振込先金融機関と
なっている。

（３）　国庫金の取扱いに際して，国民年金保険料などの納付書はお客さま自身が記
入したものなので，誤りや記入漏れがないか，ゴム印利用の場合には複写分に
も押してあるかなどをチェックする。

［問 22］　貸金庫について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貸金庫業務は，金融機関が取引先に金庫室のキャビネットを無償で貸与し，

お客さまは貯金通帳や貴金属などの貴重品を保管するサービスである。
（２）　貸金庫取引は，直接的に現金を授受するわけではないので，申込時の取引時

確認は不要である。
（３）　貸金庫取引の契約期間は１年とされており，お客さまからの申し出がない限

り自動的に契約延長するという金融機関が一般的である。

［問 23］　ライフイベントと資金ニーズに関する記述として，一般的にあてはまる
ものはいくつあるか。（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

　ａ． 学校卒業から社会人となる独身期には，結婚準備資金や耐久消費財購入資金，
レジャー資金が主な資金ニーズとなる。

　ｂ．子どもが独立する家族成熟期には，住宅取得資金が主な資金ニーズとなる。
　ｃ． 老齢期には，老後の生活資金，病気や介護生活などにそなえる資金が主な資

金ニーズとなる。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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国 庫 金 の 取 扱 い 等

正解（2）	 正解率　45.1％	

解　説

（1）国庫金の歳入事務については，農林中金の本・支店が日本銀行の歳入代理店となってお

り，JA・JF がその取次ぎ事務として歳入金を取り扱っているところもある。したがって，

（1）は誤っている。テキスト P64　2-1　国庫金の取扱い

（2）国庫金振込については，ほとんどの JA・JF が国庫金の振込先金融機関となっている

（一部取扱いのない JA・JF もある）。したがって，（2）は正しいので，本問の正解である。

テキスト P64・65　2-1　国庫金の取扱い

（3）国民年金保険料の納付書はあらかじめ印刷されている。したがって，（3）は誤っている。

お客さま自身が記入した納付書であるため，誤りや記入漏れがないか，ゴム印利用の場合

には複写分にも押してあるかなどをチェックする必要があるのは，税務署分の納付書であ

る。テキスト P65　2-1　国庫金の取扱い

（ 6）農林中金アカデミー

［問 20］　組戻し，取消しおよび訂正について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　組戻しは，被仕向店から当該金額の返戻を受けた後に，振込金受取書を回収

したうえで支払う。
（２）　仕向店の誤発信による取消しは，振込の発信日の翌営業日まで発信すること

ができる。
（３）　訂正の手続は，被仕向店が仕向店宛てに訂正依頼電文を発信して，これを受

けた仕向店が被仕向店に訂正承諾電文を発信する。

［問 21］　国庫金の取扱い等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　国庫金の歳入事務については，JA・JF の本・支店が日本銀行の歳入代理店

となって取り扱っている。
（２）　国が民間の会社や個人などに対して支払う国庫金を受取人の口座に振り込む

国庫金振込事務については，ほとんどの JA・JF が国庫金の振込先金融機関と
なっている。

（３）　国庫金の取扱いに際して，国民年金保険料などの納付書はお客さま自身が記
入したものなので，誤りや記入漏れがないか，ゴム印利用の場合には複写分に
も押してあるかなどをチェックする。

［問 22］　貸金庫について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貸金庫業務は，金融機関が取引先に金庫室のキャビネットを無償で貸与し，

お客さまは貯金通帳や貴金属などの貴重品を保管するサービスである。
（２）　貸金庫取引は，直接的に現金を授受するわけではないので，申込時の取引時

確認は不要である。
（３）　貸金庫取引の契約期間は１年とされており，お客さまからの申し出がない限

り自動的に契約延長するという金融機関が一般的である。

［問 23］　ライフイベントと資金ニーズに関する記述として，一般的にあてはまる
ものはいくつあるか。（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

　ａ． 学校卒業から社会人となる独身期には，結婚準備資金や耐久消費財購入資金，
レジャー資金が主な資金ニーズとなる。

　ｂ．子どもが独立する家族成熟期には，住宅取得資金が主な資金ニーズとなる。
　ｃ． 老齢期には，老後の生活資金，病気や介護生活などにそなえる資金が主な資

金ニーズとなる。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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貸 金 庫

正解（3）	 正解率　73.0％	

解　説

（1）貸金庫業務は，金融機関がお客さまに金庫室のキャビネットを有償で貸与し，お客さま

は貯金通帳や貴金属などの貴重品を保管する付随業務である。したがって，（1）は誤って

いる。テキスト P68　5　貸金庫

（2）貸金庫取引を開始する際には取引時確認が必要となる。したがって，（2）は誤っている。

テキスト P68・69　5　貸金庫

（3）貸金庫取引の契約期間は 1 年とされており，お客さまからの申し出がない限り自動的に

契約延長するという金融機関が一般的である。したがって，（3）は正しいので，本問の正

解である。テキスト P69　5　貸金庫
（ 6）農林中金アカデミー

［問 20］　組戻し，取消しおよび訂正について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　組戻しは，被仕向店から当該金額の返戻を受けた後に，振込金受取書を回収

したうえで支払う。
（２）　仕向店の誤発信による取消しは，振込の発信日の翌営業日まで発信すること

ができる。
（３）　訂正の手続は，被仕向店が仕向店宛てに訂正依頼電文を発信して，これを受

けた仕向店が被仕向店に訂正承諾電文を発信する。

［問 21］　国庫金の取扱い等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　国庫金の歳入事務については，JA・JF の本・支店が日本銀行の歳入代理店

となって取り扱っている。
（２）　国が民間の会社や個人などに対して支払う国庫金を受取人の口座に振り込む

国庫金振込事務については，ほとんどの JA・JF が国庫金の振込先金融機関と
なっている。

（３）　国庫金の取扱いに際して，国民年金保険料などの納付書はお客さま自身が記
入したものなので，誤りや記入漏れがないか，ゴム印利用の場合には複写分に
も押してあるかなどをチェックする。

［問 22］　貸金庫について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貸金庫業務は，金融機関が取引先に金庫室のキャビネットを無償で貸与し，

お客さまは貯金通帳や貴金属などの貴重品を保管するサービスである。
（２）　貸金庫取引は，直接的に現金を授受するわけではないので，申込時の取引時

確認は不要である。
（３）　貸金庫取引の契約期間は１年とされており，お客さまからの申し出がない限

り自動的に契約延長するという金融機関が一般的である。

［問 23］　ライフイベントと資金ニーズに関する記述として，一般的にあてはまる
ものはいくつあるか。（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

　ａ． 学校卒業から社会人となる独身期には，結婚準備資金や耐久消費財購入資金，
レジャー資金が主な資金ニーズとなる。

　ｂ．子どもが独立する家族成熟期には，住宅取得資金が主な資金ニーズとなる。
　ｃ． 老齢期には，老後の生活資金，病気や介護生活などにそなえる資金が主な資

金ニーズとなる。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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ライフイベントと資金ニーズ

正解（2）	 正解率　64.1％	

解　説

ａ．学校卒業から社会人となる独身期には，結婚準備資金や耐久消費財購入資金，レジャー

資金が主な資金ニーズとなる。したがって，a は適当である。

ｂ．家族成熟期には，第二子教育資金や子どもの結婚資金が資金ニーズとなる。したがって，

b は適当ではない。

ｃ．老齢期には，老後の生活資金，病気や介護生活などにそなえる資金が主な資金ニーズと

なる。したがって，c は適当である。

以上により，適当なものは a と c の 2 つであるので，（2）が本問の正解である。テキス

ト P72　1　ライフイベントと資金ニーズ

（ 6）農林中金アカデミー

［問 20］　組戻し，取消しおよび訂正について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　組戻しは，被仕向店から当該金額の返戻を受けた後に，振込金受取書を回収

したうえで支払う。
（２）　仕向店の誤発信による取消しは，振込の発信日の翌営業日まで発信すること

ができる。
（３）　訂正の手続は，被仕向店が仕向店宛てに訂正依頼電文を発信して，これを受

けた仕向店が被仕向店に訂正承諾電文を発信する。

［問 21］　国庫金の取扱い等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　国庫金の歳入事務については，JA・JF の本・支店が日本銀行の歳入代理店

となって取り扱っている。
（２）　国が民間の会社や個人などに対して支払う国庫金を受取人の口座に振り込む

国庫金振込事務については，ほとんどの JA・JF が国庫金の振込先金融機関と
なっている。

（３）　国庫金の取扱いに際して，国民年金保険料などの納付書はお客さま自身が記
入したものなので，誤りや記入漏れがないか，ゴム印利用の場合には複写分に
も押してあるかなどをチェックする。

［問 22］　貸金庫について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　貸金庫業務は，金融機関が取引先に金庫室のキャビネットを無償で貸与し，

お客さまは貯金通帳や貴金属などの貴重品を保管するサービスである。
（２）　貸金庫取引は，直接的に現金を授受するわけではないので，申込時の取引時

確認は不要である。
（３）　貸金庫取引の契約期間は１年とされており，お客さまからの申し出がない限

り自動的に契約延長するという金融機関が一般的である。

［問 23］　ライフイベントと資金ニーズに関する記述として，一般的にあてはまる
ものはいくつあるか。（１）～（３）の中から１つ選びなさい。

　ａ． 学校卒業から社会人となる独身期には，結婚準備資金や耐久消費財購入資金，
レジャー資金が主な資金ニーズとなる。

　ｂ．子どもが独立する家族成熟期には，住宅取得資金が主な資金ニーズとなる。
　ｃ． 老齢期には，老後の生活資金，病気や介護生活などにそなえる資金が主な資

金ニーズとなる。
（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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マ ル 優

正解（1）	 正解率　71.7％	

解　説

（1）マル優（障害者等の少額預金の利子所得等の非課税制度）の対象となるのは，次のよう

な人である。

・身体障害者手帳の交付を受けている人

・遺族年金を受けている人（妻に限る）

・寡婦年金を受けている人

・障害年金を受けている人

・母子年金を受けている人　など

したがって，（1）が正しいので，本問の正解である。テキスト P75　2-2　貯金の利息に

かかる税金とマル優・特別マル優

（2）マル優で非課税となるのは，他の金融機関と合算して預貯金の元本 350 万円までの利子

である。したがって，（2）は誤っている。テキスト P75　2-2　貯金の利息にかかる税金と

マル優・特別マル優

（3）非課税貯蓄申告書に記載された金額を超えて非課税で預け入れた場合，その店舗で預け

入れられたすべての貯金が課税扱いとなる。したがって，（3）は誤っている。テキスト

P75　2-2　貯金の利息にかかる税金とマル優・特別マル優

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 24］　マル優について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　障害年金を受けている人は，マル優を利用することができる。
（２）　マル優で非課税となるのは，他の金融機関と合算して預貯金の元本 200 万円

までの利子である。
（３）　非課税貯蓄申告書に記載された金額を超えて非課税で預け入れた場合，記載

金額を超えた分の利子が課税扱いとなる。

［問 25］　ディスクロージャー等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまから JA・JFの経営状況について質問されても，現場の職員が回答

することは控えるべきである。
（２）　ディスクロージャーとは，「物事を明らかにして示す」という意味で，ディ

スクロージャー誌とは，企業の経営内容等を開示した冊子のことである。
（３）　JAバンク・JFマリンバンクでは，独自の破綻未然防止システムとリスク管

理体制の構築によりセーフティーネットを構築している。

［問 26］　貯金保険制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度で全額保護される決済用貯金は，無利息，要求払い，決済サー

ビスを提供できること，という３要件を満たすものである。
（２）　定期積金の給付補てん金は，利息ではないので貯金保険制度の保護の対象外

とされている。
（３）　貯金保険制度の対象外の貯金等であっても，破綻農漁協の財産状況に応じて

支払われる。

［問 27］　金融商品のリスクについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性

を価格変動リスクという。
（２）　為替相場の変動によって，金融商品の価値が変動する可能性を流動性リスク

という。
（３）　インフレ（物価上昇）によりお金の価値が上昇し，金融商品の価値が下がる可

能性をインフレリスクという。

［問 28］　定期貯金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　スーパー定期貯金は，１カ月から 10 年までの預入期間があり，個人のお客

さまで預入期間３年以上の場合には，半年複利で利息を計算する。
（２）　大口定期貯金は，300 万円以上の大口のお金を運用する定期貯金である。
（３）　期日指定定期貯金は，個人のお客さまだけに限定されている商品で，１年の

据置期間を経過すれば自由に満期日の指定ができ，解約の１カ月以上前に期日
を指定して解約する。
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ディスクロージャー等

正解（2）	 正解率　59.1％	

解　説

（1）お客さまから，JA・JF の経営状況について尋ねられたときには，自信を持って説明で

きるように，資料などを確認しておく必要がある。したがって，（1）は誤っている。テキ

スト P76　3　JA・JF の経営内容と貯金保険制度

（2）ディスクロージャーとは，「物事を明らかにして示す」という意味で，ディスクロージャー

誌とは，企業の経営内容等を開示した冊子のことであり，JA・JF は，業務や財産の状況

等を記載したディスクロージャー誌を作成して支店などに備え置くことが，農業協同組合

法・水産業協同組合法で義務づけられている。したがって，（2）は正しいので，本問の正

解である。テキスト P76　3-1　ディスクロージャー誌

（3）JA バンク・JF マリンバンクでは，破綻未然防止システムと貯金保険制度によりセーフ

ティーネットを構築している。したがって，（3）は誤っている。テキスト P76　3-2　セー

フティーネット

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 24］　マル優について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　障害年金を受けている人は，マル優を利用することができる。
（２）　マル優で非課税となるのは，他の金融機関と合算して預貯金の元本 200 万円

までの利子である。
（３）　非課税貯蓄申告書に記載された金額を超えて非課税で預け入れた場合，記載

金額を超えた分の利子が課税扱いとなる。

［問 25］　ディスクロージャー等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまから JA・JFの経営状況について質問されても，現場の職員が回答

することは控えるべきである。
（２）　ディスクロージャーとは，「物事を明らかにして示す」という意味で，ディ

スクロージャー誌とは，企業の経営内容等を開示した冊子のことである。
（３）　JAバンク・JFマリンバンクでは，独自の破綻未然防止システムとリスク管

理体制の構築によりセーフティーネットを構築している。

［問 26］　貯金保険制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度で全額保護される決済用貯金は，無利息，要求払い，決済サー

ビスを提供できること，という３要件を満たすものである。
（２）　定期積金の給付補てん金は，利息ではないので貯金保険制度の保護の対象外

とされている。
（３）　貯金保険制度の対象外の貯金等であっても，破綻農漁協の財産状況に応じて

支払われる。

［問 27］　金融商品のリスクについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性

を価格変動リスクという。
（２）　為替相場の変動によって，金融商品の価値が変動する可能性を流動性リスク

という。
（３）　インフレ（物価上昇）によりお金の価値が上昇し，金融商品の価値が下がる可

能性をインフレリスクという。

［問 28］　定期貯金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　スーパー定期貯金は，１カ月から 10 年までの預入期間があり，個人のお客

さまで預入期間３年以上の場合には，半年複利で利息を計算する。
（２）　大口定期貯金は，300 万円以上の大口のお金を運用する定期貯金である。
（３）　期日指定定期貯金は，個人のお客さまだけに限定されている商品で，１年の

据置期間を経過すれば自由に満期日の指定ができ，解約の１カ月以上前に期日
を指定して解約する。
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貯 金 保 険 制 度

正解（2）	 正解率　54.1％	

解　説

（1）貯金保険制度で全額保護される決済用貯金は，無利息，要求払い，決済サービスを提供

できること，という 3 要件を満たすものである。したがって，（1）は正しい。テキスト

P77　3-2　セーフティーネット

（2）定期積金の給付補てん金は，貯金等の利息同様，貯金保険制度の保護の対象である。し

たがって，（2）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P 77　3-2　セーフティー

ネット

（3）貯金保険制度の対象外の貯金等であっても，破綻農漁協の財産状況に応じて支払われる

（ただし，一部カットされることがある）。したがって，（3）は正しい。テキスト P77　3-2　

セーフティーネット
（ 7） 農林中金アカデミー

［問 24］　マル優について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　障害年金を受けている人は，マル優を利用することができる。
（２）　マル優で非課税となるのは，他の金融機関と合算して預貯金の元本 200 万円

までの利子である。
（３）　非課税貯蓄申告書に記載された金額を超えて非課税で預け入れた場合，記載

金額を超えた分の利子が課税扱いとなる。

［問 25］　ディスクロージャー等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまから JA・JFの経営状況について質問されても，現場の職員が回答

することは控えるべきである。
（２）　ディスクロージャーとは，「物事を明らかにして示す」という意味で，ディ

スクロージャー誌とは，企業の経営内容等を開示した冊子のことである。
（３）　JAバンク・JFマリンバンクでは，独自の破綻未然防止システムとリスク管

理体制の構築によりセーフティーネットを構築している。

［問 26］　貯金保険制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度で全額保護される決済用貯金は，無利息，要求払い，決済サー

ビスを提供できること，という３要件を満たすものである。
（２）　定期積金の給付補てん金は，利息ではないので貯金保険制度の保護の対象外

とされている。
（３）　貯金保険制度の対象外の貯金等であっても，破綻農漁協の財産状況に応じて

支払われる。

［問 27］　金融商品のリスクについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性

を価格変動リスクという。
（２）　為替相場の変動によって，金融商品の価値が変動する可能性を流動性リスク

という。
（３）　インフレ（物価上昇）によりお金の価値が上昇し，金融商品の価値が下がる可

能性をインフレリスクという。

［問 28］　定期貯金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　スーパー定期貯金は，１カ月から 10 年までの預入期間があり，個人のお客

さまで預入期間３年以上の場合には，半年複利で利息を計算する。
（２）　大口定期貯金は，300 万円以上の大口のお金を運用する定期貯金である。
（３）　期日指定定期貯金は，個人のお客さまだけに限定されている商品で，１年の

据置期間を経過すれば自由に満期日の指定ができ，解約の１カ月以上前に期日
を指定して解約する。
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金 融 商 品 の リ ス ク

正解（1）	 正解率　71.4％	

解　説

（1）社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性を価格変動

リスクという。したがって，（1）は正しいので，本問の正解である。テキスト P80　1-1　

リスクとリターン

（2）為替相場の変動によって，金融商品の価値が変動する可能性は「為替リスク」であり，「流

動性リスク」は，必要なときに換金・売却できない可能性のことである。したがって，（2）

は誤っている。テキスト P80　1-1　リスクとリターン

（3）インフレリスクは，インフレ（物価上昇）によりお金の価値が「下落」し，金融商品の

価値が下がる可能性をいう。したがって，（3）は誤っている。テキスト P80　1-1　リスク

とリターン

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 24］　マル優について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　障害年金を受けている人は，マル優を利用することができる。
（２）　マル優で非課税となるのは，他の金融機関と合算して預貯金の元本 200 万円

までの利子である。
（３）　非課税貯蓄申告書に記載された金額を超えて非課税で預け入れた場合，記載

金額を超えた分の利子が課税扱いとなる。

［問 25］　ディスクロージャー等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまから JA・JFの経営状況について質問されても，現場の職員が回答

することは控えるべきである。
（２）　ディスクロージャーとは，「物事を明らかにして示す」という意味で，ディ

スクロージャー誌とは，企業の経営内容等を開示した冊子のことである。
（３）　JAバンク・JFマリンバンクでは，独自の破綻未然防止システムとリスク管

理体制の構築によりセーフティーネットを構築している。

［問 26］　貯金保険制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度で全額保護される決済用貯金は，無利息，要求払い，決済サー

ビスを提供できること，という３要件を満たすものである。
（２）　定期積金の給付補てん金は，利息ではないので貯金保険制度の保護の対象外

とされている。
（３）　貯金保険制度の対象外の貯金等であっても，破綻農漁協の財産状況に応じて

支払われる。

［問 27］　金融商品のリスクについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性

を価格変動リスクという。
（２）　為替相場の変動によって，金融商品の価値が変動する可能性を流動性リスク

という。
（３）　インフレ（物価上昇）によりお金の価値が上昇し，金融商品の価値が下がる可

能性をインフレリスクという。

［問 28］　定期貯金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　スーパー定期貯金は，１カ月から 10 年までの預入期間があり，個人のお客

さまで預入期間３年以上の場合には，半年複利で利息を計算する。
（２）　大口定期貯金は，300 万円以上の大口のお金を運用する定期貯金である。
（３）　期日指定定期貯金は，個人のお客さまだけに限定されている商品で，１年の

据置期間を経過すれば自由に満期日の指定ができ，解約の１カ月以上前に期日
を指定して解約する。
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さ ま ざ ま な 定 期 貯 金

正解（2）	 正解率　80.3％	

解　説

（1）スーパー定期貯金の預入期間は 1 カ月から 10 年までで，個人のお客さまで預入期間 

3 年以上の場合には，半年複利で利息を計算する。したがって，（1）は正しい。テキスト

P81　2　さまざまな定期貯金

（2）大口定期貯金は，1,000 万円以上の大口のお金を運用する定期貯金である。したがって，

（2）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P82　2　さまざまな定期貯金

（3）期日指定定期貯金は，個人のお客さまだけに限定されている商品で，1 年の据置期間を

経過すれば自由に満期日の指定ができ，解約の 1 カ月以上前に期日を指定して解約する。

また，必要な額だけ解約する一部解約もできる。したがって，（3）は正しい。テキスト

P82　2　さまざまな定期貯金

（ 7） 農林中金アカデミー

［問 24］　マル優について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　障害年金を受けている人は，マル優を利用することができる。
（２）　マル優で非課税となるのは，他の金融機関と合算して預貯金の元本 200 万円

までの利子である。
（３）　非課税貯蓄申告書に記載された金額を超えて非課税で預け入れた場合，記載

金額を超えた分の利子が課税扱いとなる。

［問 25］　ディスクロージャー等について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　お客さまから JA・JFの経営状況について質問されても，現場の職員が回答

することは控えるべきである。
（２）　ディスクロージャーとは，「物事を明らかにして示す」という意味で，ディ

スクロージャー誌とは，企業の経営内容等を開示した冊子のことである。
（３）　JAバンク・JFマリンバンクでは，独自の破綻未然防止システムとリスク管

理体制の構築によりセーフティーネットを構築している。

［問 26］　貯金保険制度について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　貯金保険制度で全額保護される決済用貯金は，無利息，要求払い，決済サー

ビスを提供できること，という３要件を満たすものである。
（２）　定期積金の給付補てん金は，利息ではないので貯金保険制度の保護の対象外

とされている。
（３）　貯金保険制度の対象外の貯金等であっても，破綻農漁協の財産状況に応じて

支払われる。

［問 27］　金融商品のリスクについて，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　社会や経済の状況や企業の業績等によって金融商品の価格が変動する可能性

を価格変動リスクという。
（２）　為替相場の変動によって，金融商品の価値が変動する可能性を流動性リスク

という。
（３）　インフレ（物価上昇）によりお金の価値が上昇し，金融商品の価値が下がる可

能性をインフレリスクという。

［問 28］　定期貯金について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　スーパー定期貯金は，１カ月から 10 年までの預入期間があり，個人のお客

さまで預入期間３年以上の場合には，半年複利で利息を計算する。
（２）　大口定期貯金は，300 万円以上の大口のお金を運用する定期貯金である。
（３）　期日指定定期貯金は，個人のお客さまだけに限定されている商品で，１年の

据置期間を経過すれば自由に満期日の指定ができ，解約の１カ月以上前に期日
を指定して解約する。
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債 券

正解（3）	 正解率　55.6％	

解　説

（1）債券は，国や企業などが，広く一般の投資家からまとまった資金を調達することを目的

として発行する有価証券で，資金調達するために発行するという点では株式と目的は同じ

であるが，債券では，あらかじめ利率や満期日などが決められて発行される点が株式とは

異なる。したがって，（1）は誤っている。テキスト P83　4-1　債券とは

（2）割引債券は，利子に相当する金額が額面から割り引かれて発行され，償還日に額面金額

を受け取る債券である。したがって，（2）は誤っている。テキスト P84　4-1　債券とは

（3）利付債券は，定期的に利率分の利子を受け取り，満期日を迎えると，額面金額である償

還金を受け取ることができる。したがって，（3）は正しいので，本問の正解である。テキ

スト P83　4-1　債券とは

（ 8）農林中金アカデミー

［問 29］　債券について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　債券は，あらかじめ満期日が決められて発行され，その間，企業の業績に応

じた配当を受け取ることができる。
（２）　割引債券は，利子に相当する金額が額面から割り引かれて発行され，償還日

に額面金額に利子相当額を加えて受け取る債券である。
（３）　利付債券は，定期的に利率分の利子を受け取り，満期日を迎えると，額面金

額である償還金を受け取ることができる。

［問 30］　個人向け国債について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　個人向け国債の購入対象者は，個人のお客さまに限定されており，マンショ

ンの管理組合は購入することができない。
（２）　個人向け国債は，発行から６カ月経過すれば，原則としていつでも，購入金

額の一部または全部を中途換金することができる。
（３）　個人向け国債には，満期まで金利が変わらない固定金利タイプのものと，半

年ごとに金利を見直す変動金利タイプがある。

［問 31］　消費者契約法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　消費者契約法は，消費者と事業者との間にある情報格差や交渉力の格差に配

慮して，事業者に不当な勧誘があった場合に，消費者に損害賠償請求を認める
ことによって，消費者の正当な利益を保護するための法律である。

（２）　消費者が契約を取り消す権利は，時効によって消滅することはない。
（３）　消費者の利益を一方的に害する条項は，不当な契約条項として無効とされて

いる。

［問 32］　金融商品取引法について，誤っているものはいくつあるか。（１）～（３）
の中から１つ選びなさい。

　ａ． 預貯金の案内時には，金融商品取引法の規制を遵守して販売・勧誘すること
が求められている。

　ｂ． お客さまが勧誘に対して拒絶の意思を示している場合でも，簡単にあきらめ
るのではなく，お客さまの感情を害さないように粘り強く説得して，承諾の
意思を明確に示してもらったうえで勧誘することが求められる。

　ｃ． 損失の穴埋め等を行うことはもちろんのこと，損失の穴埋めを約束するよう
なことも禁じられている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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個 人 向 け 国 債

正解（2）	 正解率　57.0％	

解　説

（1）個人向け国債の購入対象者は，個人のお客さまに限定されている。したがって，（1）は

正しい。テキスト P84・85　4-3　国債

（2）個人向け国債は，発行後 1 年経過すれば，いつでも中途換金が可能である。したがって，

（2）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P84・85　4-3　国債

（3）個人向け国債には，満期まで金利が変わらない固定金利タイプのものと，半年ごとに金

利を見直す変動金利タイプがある。したがって，（3）は正しい。テキスト P84・85　4-3　

国債

（ 8）農林中金アカデミー

［問 29］　債券について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　債券は，あらかじめ満期日が決められて発行され，その間，企業の業績に応

じた配当を受け取ることができる。
（２）　割引債券は，利子に相当する金額が額面から割り引かれて発行され，償還日

に額面金額に利子相当額を加えて受け取る債券である。
（３）　利付債券は，定期的に利率分の利子を受け取り，満期日を迎えると，額面金

額である償還金を受け取ることができる。

［問 30］　個人向け国債について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　個人向け国債の購入対象者は，個人のお客さまに限定されており，マンショ

ンの管理組合は購入することができない。
（２）　個人向け国債は，発行から６カ月経過すれば，原則としていつでも，購入金

額の一部または全部を中途換金することができる。
（３）　個人向け国債には，満期まで金利が変わらない固定金利タイプのものと，半

年ごとに金利を見直す変動金利タイプがある。

［問 31］　消費者契約法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　消費者契約法は，消費者と事業者との間にある情報格差や交渉力の格差に配

慮して，事業者に不当な勧誘があった場合に，消費者に損害賠償請求を認める
ことによって，消費者の正当な利益を保護するための法律である。

（２）　消費者が契約を取り消す権利は，時効によって消滅することはない。
（３）　消費者の利益を一方的に害する条項は，不当な契約条項として無効とされて

いる。

［問 32］　金融商品取引法について，誤っているものはいくつあるか。（１）～（３）
の中から１つ選びなさい。

　ａ． 預貯金の案内時には，金融商品取引法の規制を遵守して販売・勧誘すること
が求められている。

　ｂ． お客さまが勧誘に対して拒絶の意思を示している場合でも，簡単にあきらめ
るのではなく，お客さまの感情を害さないように粘り強く説得して，承諾の
意思を明確に示してもらったうえで勧誘することが求められる。

　ｃ． 損失の穴埋め等を行うことはもちろんのこと，損失の穴埋めを約束するよう
なことも禁じられている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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消 費 者 契 約 法

正解（3）	 正解率　59.3％	

解　説

（1）消費者契約法は，消費者と事業者との間にある情報格差や交渉力の格差に配慮して，事

業者に不当な勧誘があった場合に，消費者に契約の取消しを認めたり，不当な契約条項が

含まれていたとしても，その契約条項を無効とすることによって，消費者の正当な利益を

保護するための法律である。したがって，（1）は誤っている。テキスト P97・98　2-1　消

費者契約法

（2）契約を取り消す権利の行使期間について，民法は「追認をすることができる時から 5 年

間」，「行為の時から 20 年」と定めているが，消費者契約法では，①追認できる時（消費

者が誤認をしたことに気づいた時や困惑を脱した時等，取消しの原因となった状況が消滅

した時）から 1 年間，または，②契約締結時から 5 年という期間制限がある。したがって，

（2）は誤っている。テキスト P98　2-1　消費者契約法

（3）消費者の利益を一方的に害する条項は，不当な契約条項として無効とされている。した

がって，（3）は正しいので，本問の正解である。テキスト P98　2-1　消費者契約法

（ 8）農林中金アカデミー

［問 29］　債券について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　債券は，あらかじめ満期日が決められて発行され，その間，企業の業績に応

じた配当を受け取ることができる。
（２）　割引債券は，利子に相当する金額が額面から割り引かれて発行され，償還日

に額面金額に利子相当額を加えて受け取る債券である。
（３）　利付債券は，定期的に利率分の利子を受け取り，満期日を迎えると，額面金

額である償還金を受け取ることができる。

［問 30］　個人向け国債について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　個人向け国債の購入対象者は，個人のお客さまに限定されており，マンショ

ンの管理組合は購入することができない。
（２）　個人向け国債は，発行から６カ月経過すれば，原則としていつでも，購入金

額の一部または全部を中途換金することができる。
（３）　個人向け国債には，満期まで金利が変わらない固定金利タイプのものと，半

年ごとに金利を見直す変動金利タイプがある。

［問 31］　消費者契約法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　消費者契約法は，消費者と事業者との間にある情報格差や交渉力の格差に配

慮して，事業者に不当な勧誘があった場合に，消費者に損害賠償請求を認める
ことによって，消費者の正当な利益を保護するための法律である。

（２）　消費者が契約を取り消す権利は，時効によって消滅することはない。
（３）　消費者の利益を一方的に害する条項は，不当な契約条項として無効とされて

いる。

［問 32］　金融商品取引法について，誤っているものはいくつあるか。（１）～（３）
の中から１つ選びなさい。

　ａ． 預貯金の案内時には，金融商品取引法の規制を遵守して販売・勧誘すること
が求められている。

　ｂ． お客さまが勧誘に対して拒絶の意思を示している場合でも，簡単にあきらめ
るのではなく，お客さまの感情を害さないように粘り強く説得して，承諾の
意思を明確に示してもらったうえで勧誘することが求められる。

　ｃ． 損失の穴埋め等を行うことはもちろんのこと，損失の穴埋めを約束するよう
なことも禁じられている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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金 融 商 品 取 引 法

正解（2）	 正解率　35.4％	

解　説

ａ．預貯金は銀行法や農業協同組合法などで規制されているので，金融商品取引法の規制対

象ではない。したがって，a は誤っている。テキスト P99　2-3　金融商品取引法

ｂ．お客さまの意思を確認しないで勧誘をしたり，お客さまの意思に反して勧誘する行為は

禁止されている。したがって，b は誤っている。テキスト P100　2-3　金融商品取引法

ｃ．損失補てん行為は禁止されており，たとえ損失補てんを実行しなくても，その約束をし

て勧誘することも禁じられている。したがって，c は正しい。テキスト P100　2-3　金融

商品取引法

以上により，誤っているのは a と b の 2 つなので，（2）が本問の正解である。

（ 8）農林中金アカデミー

［問 29］　債券について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　債券は，あらかじめ満期日が決められて発行され，その間，企業の業績に応

じた配当を受け取ることができる。
（２）　割引債券は，利子に相当する金額が額面から割り引かれて発行され，償還日

に額面金額に利子相当額を加えて受け取る債券である。
（３）　利付債券は，定期的に利率分の利子を受け取り，満期日を迎えると，額面金

額である償還金を受け取ることができる。

［問 30］　個人向け国債について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　個人向け国債の購入対象者は，個人のお客さまに限定されており，マンショ

ンの管理組合は購入することができない。
（２）　個人向け国債は，発行から６カ月経過すれば，原則としていつでも，購入金

額の一部または全部を中途換金することができる。
（３）　個人向け国債には，満期まで金利が変わらない固定金利タイプのものと，半

年ごとに金利を見直す変動金利タイプがある。

［問 31］　消費者契約法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　消費者契約法は，消費者と事業者との間にある情報格差や交渉力の格差に配

慮して，事業者に不当な勧誘があった場合に，消費者に損害賠償請求を認める
ことによって，消費者の正当な利益を保護するための法律である。

（２）　消費者が契約を取り消す権利は，時効によって消滅することはない。
（３）　消費者の利益を一方的に害する条項は，不当な契約条項として無効とされて

いる。

［問 32］　金融商品取引法について，誤っているものはいくつあるか。（１）～（３）
の中から１つ選びなさい。

　ａ． 預貯金の案内時には，金融商品取引法の規制を遵守して販売・勧誘すること
が求められている。

　ｂ． お客さまが勧誘に対して拒絶の意思を示している場合でも，簡単にあきらめ
るのではなく，お客さまの感情を害さないように粘り強く説得して，承諾の
意思を明確に示してもらったうえで勧誘することが求められる。

　ｃ． 損失の穴埋め等を行うことはもちろんのこと，損失の穴埋めを約束するよう
なことも禁じられている。

（１）　１つ
（２）　２つ
（３）　３つ
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預 貯 金 者 保 護 法

正解（3）	 正解率　46.1％	

解　説

（1）預貯金者保護法は，偽造・盗難カードによる不正払出し等から個人を保護する法律で

あり，法人は補てんの対象外とされている。したがって，（1）は誤っている。テキスト

P102　3-1　預貯金者保護法

（2）預貯金の不正払戻しによる被害を受けた預貯金者に過失がなければ，金融機関が原則と

して被害を全額補償し，被害者の過失の立証責任も金融機関側にあるとされている。した

がって，（2）は誤っている。テキスト P102　3-1　預貯金者保護法

（3）窓口での盗難通帳等による預貯金の払戻しやインターネットバンキングによる不正な預

貯金の払戻しの被害については，個人のお客さまの場合は原則として金融機関が補償する

という全国銀行協会の自主ルールに基づく対応をしている。したがって，（3）は正しいので，

本問の正解である。テキスト P103　3-1　預貯金者保護法

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 33］　預貯金者保護法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法は，個人または法人を問わず，偽造・盗難カードによる不正

払出し等から預貯金者を保護する法律である。
（２）　偽造・盗難キャッシュカードを使った預貯金の不正払戻しによる被害を受け

た預貯金者に過失がなければ，金融機関が原則として被害を全額補償するが，
過失がないことの立証責任は被害者にあるとされている。

（３）　窓口での盗難通帳等による預貯金の払戻しやインターネットバンキングによ
る不正な預貯金の払戻しの被害については，個人のお客さまの場合，JA・JF
でも，全国銀行協会の自主ルールに基づき，原則として補償している。

［問 34］　振り込め詐欺救済法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振り込め詐欺の被害者は，被害資金の滞留している口座のある金融機関に対

して被害回復分配金の支払いを請求することができるが，資金の一部または全
部がすでに引き出されている場合には，口座に残っている残高が返還できる金
額の上限になる。

（２）　金融機関は，貯金口座等が振り込め詐欺等に利用されている疑いがあること
が判明した場合は，当該口座の保有者の承諾を得たうえで，可能な限り速やか
に当該口座の取引停止措置をとることが求められる。

（３）　同じ口座に資金を振り込んだ複数の被害者から他にも被害回復分配金の支払
申請がある場合には，被害額に比例して按分したうえで返還することとなる。

［問 35］　手形・小切手用紙と必要的記載事項について，正しいものを１つ選びな
さい。

（１）　金融機関は，お客さまから手形用紙，小切手用紙の請求があった場合には，
必要と認められる枚数を実費で交付する。

（２）　統一手形・小切手用紙以外の用紙を使った手形や小切手でも，法律で定めら
れた記載事項が網羅されていれば支払うことができる。

（３）　手形金額および支払人の名称は，約束手形の必要的記載事項とされている。

［問 36］　線引小切手について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　一般線引小切手は，小切手に２本の平行線が引かれ，その間に「銀行」
「Bank」等の文字が記載された小切手である。

（２）　一般線引があると，支払金融機関は，自金融機関の取引先（自店だけでなく
僚店の取引先も含む）に対してだけ支払いが可能になる。

（３）　特定線引小切手を一般線引小切手に変更することはできず，線引を抹消して
も，抹消がないものとみなされる。
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振 り 込 め 詐 欺 救 済 法

正解（2）	 正解率　59.8％	

解　説

（1）資金の一部または全部がすでに引き出されている場合には，口座に残っている残高が返

還できる金額の上限になる。したがって，（1）は正しい。テキスト P103・104　3-2　振り

込め詐欺救済法

（2）金融機関は，貯金口座等が振り込め詐欺等に利用されている疑いがあることが判明した

場合は，被害の拡大等を防ぐために，可能な限り速やかに当該口座の取引停止措置をとる

ことが求められる。したがって，（2）は誤っているので，本問の正解である。テキスト

P103　3-2　振り込め詐欺救済法

（3）複数の被害者から他にも被害回復分配金の支払申請がある場合には，被害額に比例し

て按分したうえで返還することとなる。したがって，（3）は正しい。テキスト P104　3-2　

振り込め詐欺救済法
（ 9） 農林中金アカデミー

［問 33］　預貯金者保護法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法は，個人または法人を問わず，偽造・盗難カードによる不正

払出し等から預貯金者を保護する法律である。
（２）　偽造・盗難キャッシュカードを使った預貯金の不正払戻しによる被害を受け

た預貯金者に過失がなければ，金融機関が原則として被害を全額補償するが，
過失がないことの立証責任は被害者にあるとされている。

（３）　窓口での盗難通帳等による預貯金の払戻しやインターネットバンキングによ
る不正な預貯金の払戻しの被害については，個人のお客さまの場合，JA・JF
でも，全国銀行協会の自主ルールに基づき，原則として補償している。

［問 34］　振り込め詐欺救済法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振り込め詐欺の被害者は，被害資金の滞留している口座のある金融機関に対

して被害回復分配金の支払いを請求することができるが，資金の一部または全
部がすでに引き出されている場合には，口座に残っている残高が返還できる金
額の上限になる。

（２）　金融機関は，貯金口座等が振り込め詐欺等に利用されている疑いがあること
が判明した場合は，当該口座の保有者の承諾を得たうえで，可能な限り速やか
に当該口座の取引停止措置をとることが求められる。

（３）　同じ口座に資金を振り込んだ複数の被害者から他にも被害回復分配金の支払
申請がある場合には，被害額に比例して按分したうえで返還することとなる。

［問 35］　手形・小切手用紙と必要的記載事項について，正しいものを１つ選びな
さい。

（１）　金融機関は，お客さまから手形用紙，小切手用紙の請求があった場合には，
必要と認められる枚数を実費で交付する。

（２）　統一手形・小切手用紙以外の用紙を使った手形や小切手でも，法律で定めら
れた記載事項が網羅されていれば支払うことができる。

（３）　手形金額および支払人の名称は，約束手形の必要的記載事項とされている。

［問 36］　線引小切手について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　一般線引小切手は，小切手に２本の平行線が引かれ，その間に「銀行」
「Bank」等の文字が記載された小切手である。

（２）　一般線引があると，支払金融機関は，自金融機関の取引先（自店だけでなく
僚店の取引先も含む）に対してだけ支払いが可能になる。

（３）　特定線引小切手を一般線引小切手に変更することはできず，線引を抹消して
も，抹消がないものとみなされる。
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手形・小切手用紙と必要的記載事項

正解（1）	 正解率　45.0％	

解　説

（1）金融機関は，お客さまから手形用紙，小切手用紙の請求があった場合には，必要と認め

られる枚数を実費で交付する。したがって，（1）は正しいので，本問の正解である。テキ

スト P111　3-1　手形・小切手用紙の交付

（2）統一手形・小切手用紙を使用しない手形・小切手については，法律的には有効でも，金

融機関の申し合わせで支払いをしないこととされている。したがって，（2）は誤っている。

テキスト P112　3-2　統一手形用紙制度

（3）支払人の名称は為替手形の必要的記載事項であり，約束手形の記載事項ではない。した

がって，（3）は誤っている。テキスト P112 ～ 114　1-3　必要的記載事項

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 33］　預貯金者保護法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法は，個人または法人を問わず，偽造・盗難カードによる不正

払出し等から預貯金者を保護する法律である。
（２）　偽造・盗難キャッシュカードを使った預貯金の不正払戻しによる被害を受け

た預貯金者に過失がなければ，金融機関が原則として被害を全額補償するが，
過失がないことの立証責任は被害者にあるとされている。

（３）　窓口での盗難通帳等による預貯金の払戻しやインターネットバンキングによ
る不正な預貯金の払戻しの被害については，個人のお客さまの場合，JA・JF
でも，全国銀行協会の自主ルールに基づき，原則として補償している。

［問 34］　振り込め詐欺救済法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振り込め詐欺の被害者は，被害資金の滞留している口座のある金融機関に対

して被害回復分配金の支払いを請求することができるが，資金の一部または全
部がすでに引き出されている場合には，口座に残っている残高が返還できる金
額の上限になる。

（２）　金融機関は，貯金口座等が振り込め詐欺等に利用されている疑いがあること
が判明した場合は，当該口座の保有者の承諾を得たうえで，可能な限り速やか
に当該口座の取引停止措置をとることが求められる。

（３）　同じ口座に資金を振り込んだ複数の被害者から他にも被害回復分配金の支払
申請がある場合には，被害額に比例して按分したうえで返還することとなる。

［問 35］　手形・小切手用紙と必要的記載事項について，正しいものを１つ選びな
さい。

（１）　金融機関は，お客さまから手形用紙，小切手用紙の請求があった場合には，
必要と認められる枚数を実費で交付する。

（２）　統一手形・小切手用紙以外の用紙を使った手形や小切手でも，法律で定めら
れた記載事項が網羅されていれば支払うことができる。

（３）　手形金額および支払人の名称は，約束手形の必要的記載事項とされている。

［問 36］　線引小切手について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　一般線引小切手は，小切手に２本の平行線が引かれ，その間に「銀行」
「Bank」等の文字が記載された小切手である。

（２）　一般線引があると，支払金融機関は，自金融機関の取引先（自店だけでなく
僚店の取引先も含む）に対してだけ支払いが可能になる。

（３）　特定線引小切手を一般線引小切手に変更することはできず，線引を抹消して
も，抹消がないものとみなされる。
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線 引 小 切 手

正解（2）	 正解率　63.9％	

解　説

（1）一般線引小切手は，小切手に 2 本の平行線が引かれ，その間に「銀行」「Bank」等の文

字が記載された小切手である。したがって，（1）は正しい。テキスト P115　4-1　一般線

引小切手

（2）一般線引があると，支払金融機関は，自金融機関の取引先（自店だけでなく僚店の取引

先も含む）か他金融機関に対してだけ支払いが可能になる。したがって，（2）は誤ってい

るので，本問の正解である。テキスト P115　4-1　一般線引小切手

（3）一般線引小切手は，特定線引小切手に変更することができるが，特定線引小切手を一般

線引小切手に変更することはできない。したがって，（3）は正しい。テキスト P116　4-2　

特定線引小切手

（ 9） 農林中金アカデミー

［問 33］　預貯金者保護法について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　預貯金者保護法は，個人または法人を問わず，偽造・盗難カードによる不正

払出し等から預貯金者を保護する法律である。
（２）　偽造・盗難キャッシュカードを使った預貯金の不正払戻しによる被害を受け

た預貯金者に過失がなければ，金融機関が原則として被害を全額補償するが，
過失がないことの立証責任は被害者にあるとされている。

（３）　窓口での盗難通帳等による預貯金の払戻しやインターネットバンキングによ
る不正な預貯金の払戻しの被害については，個人のお客さまの場合，JA・JF
でも，全国銀行協会の自主ルールに基づき，原則として補償している。

［問 34］　振り込め詐欺救済法について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　振り込め詐欺の被害者は，被害資金の滞留している口座のある金融機関に対

して被害回復分配金の支払いを請求することができるが，資金の一部または全
部がすでに引き出されている場合には，口座に残っている残高が返還できる金
額の上限になる。

（２）　金融機関は，貯金口座等が振り込め詐欺等に利用されている疑いがあること
が判明した場合は，当該口座の保有者の承諾を得たうえで，可能な限り速やか
に当該口座の取引停止措置をとることが求められる。

（３）　同じ口座に資金を振り込んだ複数の被害者から他にも被害回復分配金の支払
申請がある場合には，被害額に比例して按分したうえで返還することとなる。

［問 35］　手形・小切手用紙と必要的記載事項について，正しいものを１つ選びな
さい。

（１）　金融機関は，お客さまから手形用紙，小切手用紙の請求があった場合には，
必要と認められる枚数を実費で交付する。

（２）　統一手形・小切手用紙以外の用紙を使った手形や小切手でも，法律で定めら
れた記載事項が網羅されていれば支払うことができる。

（３）　手形金額および支払人の名称は，約束手形の必要的記載事項とされている。

［問 36］　線引小切手について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　一般線引小切手は，小切手に２本の平行線が引かれ，その間に「銀行」
「Bank」等の文字が記載された小切手である。

（２）　一般線引があると，支払金融機関は，自金融機関の取引先（自店だけでなく
僚店の取引先も含む）に対してだけ支払いが可能になる。

（３）　特定線引小切手を一般線引小切手に変更することはできず，線引を抹消して
も，抹消がないものとみなされる。
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手 形 ・ 小 切 手 の 譲 渡

正解（3）	 正解率　36.6％	

解　説

（1）記名式または指図式小切手は，裏書により譲渡することができる。したがって，（1）は

正しい。テキスト P119　6-1　小切手・手形の譲渡

（2）手形は，裏書により譲渡することができる。したがって，（2）は正しい。テキスト

P119　6-1　小切手・手形の譲渡

（3）手形や小切手の裏書譲渡では，被裏書人欄が空欄，あるいは持参人という記載で被裏書

人を特定していない場合もあるが，裏書が形式的に連続していれば，裏書譲渡は有効とな

る。したがって，（3）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P120　6-2　裏書

（ 10 ）農林中金アカデミー

［問 37］　手形・小切手の譲渡について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　記名式または指図式小切手は，裏書により譲渡することができる。
（２）　手形は，裏書により譲渡することができる。
（３）　小切手や手形の裏書譲渡では，被裏書人を特定していないと，裏書譲渡は無

効となる。

［問 38］　諸届事務について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　届出の種類は，お客さまの意思によって変更手続などをする場合の一般諸届

と，届出印や通帳などが見つからないときの喪失届の２つに分類できる。
（２）　代理人届は，取引者本人に代わって代理人の氏名と届出印で取引ができる代

理人に関する届出で，必要がある都度，取引者本人または代理人から届け出て
もらう。

（３）　キャッシュカードの喪失届を受け付けた際は，第三者にキャッシュカードを
悪用されないように迅速に取引停止の入力をしてから，なくしたときの状況な
どを尋ねる。

［問 39］　法定相続人について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の財産などを相続する権利がある法定相続人の範囲は，民法で定め

られている。
（２）　非嫡出子（婚外子）の法定相続分は，嫡出子の２分の１とされている。
（３）　相続人とその順位については，被相続人の子・兄弟姉妹・直系尊属の順に当

てはまる者が相続人になる。

［問 40］　法定相続分について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の配偶者と子が相続人である場合，法定相続分は配偶者２分の１，

子（２人以上のときは全員で）２分の１である。
（２）　被相続人の子が２人以上いるときは，均等に分割する。
（３）　相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときには，法定相続分に従って

遺産の分割をする。
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諸 届 事 務

正解（2）	 正解率　76.7％	

解　説

（1）届出の種類は，一般諸届と喪失届の 2 つに分類できる。したがって，（1）は正しい。テ

キスト P128　1-1　諸届の種類

（2）代理人届は，必要がある都度，取引者本人から届け出てもらう。したがって，（2）は誤っ

ているので，本問の正解である。テキスト P129　1-1　諸届の種類

（3）キャッシュカードの喪失届を受け付けた際は，迅速に取引停止の入力をしてから，なく

したときの状況などを尋ねる。したがって，（3）は正しい。テキスト P133　1-3　喪失届

受付のポイント

（ 10 ）農林中金アカデミー

［問 37］　手形・小切手の譲渡について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　記名式または指図式小切手は，裏書により譲渡することができる。
（２）　手形は，裏書により譲渡することができる。
（３）　小切手や手形の裏書譲渡では，被裏書人を特定していないと，裏書譲渡は無

効となる。

［問 38］　諸届事務について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　届出の種類は，お客さまの意思によって変更手続などをする場合の一般諸届

と，届出印や通帳などが見つからないときの喪失届の２つに分類できる。
（２）　代理人届は，取引者本人に代わって代理人の氏名と届出印で取引ができる代

理人に関する届出で，必要がある都度，取引者本人または代理人から届け出て
もらう。

（３）　キャッシュカードの喪失届を受け付けた際は，第三者にキャッシュカードを
悪用されないように迅速に取引停止の入力をしてから，なくしたときの状況な
どを尋ねる。

［問 39］　法定相続人について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の財産などを相続する権利がある法定相続人の範囲は，民法で定め

られている。
（２）　非嫡出子（婚外子）の法定相続分は，嫡出子の２分の１とされている。
（３）　相続人とその順位については，被相続人の子・兄弟姉妹・直系尊属の順に当

てはまる者が相続人になる。

［問 40］　法定相続分について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の配偶者と子が相続人である場合，法定相続分は配偶者２分の１，

子（２人以上のときは全員で）２分の１である。
（２）　被相続人の子が２人以上いるときは，均等に分割する。
（３）　相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときには，法定相続分に従って

遺産の分割をする。
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法 定 相 続 人

正解（1）	 正解率　80.3％	

解　説

（1）法定相続人の範囲や法定相続分は，民法で定められている。したがって，（1）は正しい

ので，本問の正解である。テキスト P135　2-1　法定相続人と法定相続分

（2）非嫡出子（婚外子）の法定相続分は，嫡出子（婚姻関係にある男女の間に生まれた子）

と相続割合は同じである。したがって，（2）は誤っている。テキスト P135　2-1　法定相

続人と法定相続分

（3）相続人とその順位については，被相続人の子（第一順位）・直系尊属（第二順位）・兄弟

姉妹（第三順位）の順に当てはまる者が相続人になる。したがって，（3）は誤っている。

テキスト P135・136　2-1　法定相続人と法定相続分

（ 10 ）農林中金アカデミー

［問 37］　手形・小切手の譲渡について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　記名式または指図式小切手は，裏書により譲渡することができる。
（２）　手形は，裏書により譲渡することができる。
（３）　小切手や手形の裏書譲渡では，被裏書人を特定していないと，裏書譲渡は無

効となる。

［問 38］　諸届事務について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　届出の種類は，お客さまの意思によって変更手続などをする場合の一般諸届

と，届出印や通帳などが見つからないときの喪失届の２つに分類できる。
（２）　代理人届は，取引者本人に代わって代理人の氏名と届出印で取引ができる代

理人に関する届出で，必要がある都度，取引者本人または代理人から届け出て
もらう。

（３）　キャッシュカードの喪失届を受け付けた際は，第三者にキャッシュカードを
悪用されないように迅速に取引停止の入力をしてから，なくしたときの状況な
どを尋ねる。

［問 39］　法定相続人について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の財産などを相続する権利がある法定相続人の範囲は，民法で定め

られている。
（２）　非嫡出子（婚外子）の法定相続分は，嫡出子の２分の１とされている。
（３）　相続人とその順位については，被相続人の子・兄弟姉妹・直系尊属の順に当

てはまる者が相続人になる。

［問 40］　法定相続分について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の配偶者と子が相続人である場合，法定相続分は配偶者２分の１，

子（２人以上のときは全員で）２分の１である。
（２）　被相続人の子が２人以上いるときは，均等に分割する。
（３）　相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときには，法定相続分に従って

遺産の分割をする。

−39−

信用事業基礎 _総合



法 定 相 続 分

正解（3）	 正解率　31.5％	

解　説

（1）被相続人の配偶者と子が相続人である場合，法定相続分は配偶者 2 分の 1，子（2 人

以上のときは全員で）2 分の 1 である。したがって，（1）は正しい。テキスト P136　2-1　

法定相続人と法定相続分

（2）被相続人の子，直系尊属，兄弟姉妹がそれぞれ 2 人以上いるときは，均等に分割する。

したがって，（2）は正しい。テキスト P136　2-1　法定相続人と法定相続分

（3）法定相続分は，相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときの遺産の取り分であり，

この相続分で遺産の分割をすることになるわけではない。したがって，（3）は誤っている

ので，本問の正解である。テキスト P136　2-1　法定相続人と法定相続分

（ 10 ）農林中金アカデミー

［問 37］　手形・小切手の譲渡について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　記名式または指図式小切手は，裏書により譲渡することができる。
（２）　手形は，裏書により譲渡することができる。
（３）　小切手や手形の裏書譲渡では，被裏書人を特定していないと，裏書譲渡は無

効となる。

［問 38］　諸届事務について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　届出の種類は，お客さまの意思によって変更手続などをする場合の一般諸届

と，届出印や通帳などが見つからないときの喪失届の２つに分類できる。
（２）　代理人届は，取引者本人に代わって代理人の氏名と届出印で取引ができる代

理人に関する届出で，必要がある都度，取引者本人または代理人から届け出て
もらう。

（３）　キャッシュカードの喪失届を受け付けた際は，第三者にキャッシュカードを
悪用されないように迅速に取引停止の入力をしてから，なくしたときの状況な
どを尋ねる。

［問 39］　法定相続人について，正しいものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の財産などを相続する権利がある法定相続人の範囲は，民法で定め

られている。
（２）　非嫡出子（婚外子）の法定相続分は，嫡出子の２分の１とされている。
（３）　相続人とその順位については，被相続人の子・兄弟姉妹・直系尊属の順に当

てはまる者が相続人になる。

［問 40］　法定相続分について，誤っているものを１つ選びなさい。
（１）　被相続人の配偶者と子が相続人である場合，法定相続分は配偶者２分の１，

子（２人以上のときは全員で）２分の１である。
（２）　被相続人の子が２人以上いるときは，均等に分割する。
（３）　相続人の間で遺産分割の合意ができなかったときには，法定相続分に従って

遺産の分割をする。

−40−

信用事業基礎 _総合



融資業務における説明責任

正解（1）	 正解率　86.7％	

解　説

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　

情報）を的確に提供する。（b　個人）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　補充性）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　経験）等に応じて説明する。

したがって，（1）がもっとも適当であるので，本問の正解である。テキスト P24「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

（ 11 ） 農林中金アカデミー

［問 41］　「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

［問 42］　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 43］　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。

［問 44］　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。
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期 限 の 利 益 の 喪 失

正解（2）	 正解率　53.4％	

解　説

民法 137 条は，次のような場合に債務者は期限の利益を喪失するとしている。

①　債務者が破産手続開始の決定を受けたとき

②　債務者が担保を滅失・損傷させ，または減少させたとき

③　債務者が担保を提供する義務を負う場合に，これを提供しないとき

債務者が後見開始の審判を受けたというだけでは，期限の利益を喪失しない

以上により，誤っているものは（2）の「債務者が後見開始の審判を受けたとき」であ

るので，本問の正解である。テキスト P30　4-2　期限の利益の喪失

（ 11 ） 農林中金アカデミー

［問 41］　「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

［問 42］　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 43］　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。

［問 44］　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。
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印鑑の登録・印鑑証明

正解（2）	 正解率　60.5％	

解　説

（1）個人の印鑑登録証明書は，市区町村が発行し，印鑑登録者本人またはその代理人に交付

される。代理人が発行を申請する場合にも，カードを提示して申請書に本人の住所・氏名・

生年月日等の必要事項を記入すれば，本人からの委任状は不要である。したがって，（1）

は誤っている。テキスト P36　5-7　取引先の確認方法

（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。印鑑カードは，実印と同

様に重要なものなので，厳重に保管しておく必要がある。したがって，（2）は正しいので，

本問の正解である。テキスト P36・37　5-7　取引先の確認方法

（3）印鑑の登録ができるのは，住民基本台帳法による住民基本台帳に記録されている人であ

るが，15 歳未満の者および成年被後見人は除かれている。したがって，（3）は誤っている。

テキスト P37　5-7　取引先の確認方法

（ 11 ） 農林中金アカデミー

［問 41］　「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

［問 42］　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 43］　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。

［問 44］　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。
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金 銭 消 費 貸 借 契 約

正解（2）	 正解率　64.6％	

解　説

（1）消費貸借契約とは，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である。

したがって，（1）は正しい。テキスト P42　1　金銭消費貸借契約とは

（2）従来，金銭消費貸借契約は要物契約とされていたが，債権のルールに関する改正民法が

2020 年 4 月に施行された後は，書面によることを要件として，合意のみでも消費貸借の

成立が認められる（諾成契約）こととなった（同法 587 条の 2）。したがって，「契約書の

有無にかかわらず」という（2）は誤っているので，本問の正解である。テキスト P42　1　

金銭消費貸借契約とは

（3）諾成的消費貸借の規定は任意規定と解されており，従来どおり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。

したがって，（3）は正しい。テキスト P42　1　金銭消費貸借契約とは

（ 11 ） 農林中金アカデミー

［問 41］　「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

［問 42］　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 43］　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。

［問 44］　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。
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当 座 貸 越

正解（1）	 正解率　65.8％	

解　説

（1）当座貸越は，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（立て替えて支払ってもらえる）

仕組みである。したがって，（1）は正しいので，本問の正解である。テキスト P51　6-1　

当座貸越の仕組み

（2）当座貸越は，当座貯金取引先の短期運転資金を供給するために利用される。したがって，

（2）は誤っている。テキスト P51・52　6-1　当座貸越の仕組み

（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，個人のお客さまに限られ

ている。したがって，（3）は誤っている。テキスト P52　6-2　当座貸越の機能

（ 12 ）農林中金アカデミー

［問 45］　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 46］　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 47］　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 48］　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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申 込 内 容 の 確 認 等

正解（1）	 正解率　69.4％	

解　説

（1）融資金を何に使って何で返済するかは，返済期間を決定する重要な要素であり，お客さ

まの将来性を見極め，融資金の安全性を確保する必要がある。したがって，（1）は正しい

ので，本問の正解である。テキスト P65　2-4　融資期間（返済予定日）を検討する

（2）申込金額については，資金使途や返済金額にもよるが，企業（事業）の規模，個人であ

れば年間所得との関係からみて妥当であるかどうかを検討する必要がある。したがって，

（2）は誤っている。テキスト P63　2-1　申込金額を検討する

（3）債務者が融資金を返済できなくなった場合には，保証人の保証力だけでは返済が無理な

場合もあるので，金融機関は融資金の保全のため債務者本人から物的担保を差し入れても

らう。したがって，（3）は誤っている。テキスト P65・66　2-6　保証人・担保の確認

（ 12 ）農林中金アカデミー

［問 45］　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 46］　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 47］　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 48］　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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損 益 計 算 書

正解（2）	 正解率　61.5％	

解　説

（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。したがって，（1）は正しい。

テキスト P92 ～ 94　5-5　損益計算書で一定期間の経営成績を確認する

（2）経常利益は，営業利益に本来の営業活動以外の財務活動などによる営業外収益や営業外

費用を反映させたもので，特別利益や特別損失は含まない。したがって，（2）は誤ってい

るので，本問の正解である。テキスト P92 ～ 94　5-5　損益計算書で一定期間の経営成績

を確認する

（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。し

たがって，（3）は正しい。テキスト P92 ～ 94　5-5　損益計算書で一定期間の経営成績を

確認する
（ 12 ）農林中金アカデミー

［問 45］　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 46］　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 47］　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 48］　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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守 秘 義 務

正解（1）	 正解率　76.0％	

解　説

（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。したがって，（1）は正しいので，本問

の正解である。テキスト P102　7　守秘義務

（2）お客さまの承諾がある場合には，守秘義務違反に問われることがないと考えられている。

したがって，（2）は誤っている。テキスト P103　7-1　守秘義務とは

（3）金融機関間の信用照会制度は，回答結果に対してお互いに責任の追及をしないことを前

提としている。したがって，（3）は誤っている。テキスト P104　7-3　信用照会制度とは

（ 12 ）農林中金アカデミー

［問 45］　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 46］　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 47］　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 48］　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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抵 当 権 の 設 定

正解（1）	 正解率　76.9％	

解　説

（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。した

がって，（1）は正しいので，本問の正解である。テキスト P118　3　抵当権設定のポイン

ト

（2）借地上の建物に抵当権を設定したときは，建物に対する抵当権の効力が賃借権にも及ぶ

というのが裁判所の判断であるが，競売などによって第三者に建物所有権が移った場合に

は地主の承諾が必要になる（民法 612 条）ので，あらかじめ承諾を得ておく方法がとられる。

したがって，（2）は誤っている。テキスト P119　3　抵当権設定のポイント

（3）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る。したがっ

て，（3）は誤っている。テキスト P119　3　抵当権設定のポイント

（ 13 ） 農林中金アカデミー

［問 49］　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。

［問 50］　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。

−49−
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連 帯 保 証

正解（1）	 正解率　28.9％	

解　説

（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。したがって，（1）は正しいので，本問の正解

である。テキスト P123　4-7　連帯保証

（2）連帯保証人には分別の利益がなく，連帯保証人が数人いても，それぞれに保証債務の全

額の履行を請求することができる。したがって，（2）は誤っている。テキスト P124　4-7　

連帯保証，用語解説：催告の抗弁権と検索の抗弁権

（3）経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結できないわけではなく，経営者以

外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する場合には，契約者本人の経営への関与の

度合いに留意し，経営に実質的に関与していない場合であっても保証債務を履行せざるを

得ない事態に至る可能性があることについての特段の説明を行うとともに，保証人から説

明を受けた旨の確認を行う必要がある，ということである。したがって，（3）は誤ってい

る。テキスト P124　4-7　連帯保証，P24　第 1 章「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
（ 13 ） 農林中金アカデミー

［問 49］　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。

［問 50］　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。
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問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解 問題 正解

問１ ３ 問11 ２ 問21 ２ 問31 ３ 問41 １

問２ １ 問12 １ 問22 ３ 問32 ２ 問42 ２

問３ ３ 問13 ３ 問23 ２ 問33 ３ 問43 ２

問４ １ 問14 １ 問24 １ 問34 ２ 問44 ２

問５ ３ 問15 ３ 問25 ２ 問35 １ 問45 １

問６ １ 問16 １ 問26 ２ 問36 ２ 問46 １

問７ ２ 問17 ３ 問27 １ 問37 ３ 問47 ２

問８ １ 問18 ２ 問28 ２ 問38 ２ 問48 １

問９ ３ 問19 １ 問29 ３ 問39 １ 問49 １

問10 ３ 問20 ３ 問30 ２ 問40 ３ 問50 １
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正解一覧表


