
はじめに
第３版にあたって

　本書は、2004 年８月に住宅ローンを中心として現場実務
の流れに沿った新しい切口の融資法務の書籍として出版さ
れ、２度の改訂・改題を重ねましたが、第３版は住宅ローン
部分の加筆修正に加えて「アパートローン」について大幅に
加筆し、また、債権法の改正等も盛り込んで改訂しました。
　特に、従来の類書では簡単にしか触れられていなかった、
アパートローン等の債務の相続について、大幅に加筆しまし
た。
　本書は、銀行のローン実務をベースに融資業務の法的意味・
法律的考え方を学んでいただくもので、筆者の、銀行におけ
る 25 年以上にわたる営業店の現場からの法務相談対応の経
験を基に、実際に寄せられた質問で頻度の高いものを厳選し、
学校で法律を学んでいない人にも自然にリーガルマインドが
身に付くように「痒い所に手が届く」を心がけて執筆しまし
た。
　また、平板的な記述を避け、理解を早めるため、アンダー
ライン（ポイント部分）、ゴシック（鍵となる用語）、囲み（対
比させたい部分）等でアクセントを付けました。
　さらに、近年は、お客様から契約書の条文の意味について
の質問をされるケースも多くなってきていますが、昔から使
用されている金融機関の契約書は、行職員にとっても難しい
表現があり、質問されて答えられないというケースもしばし
ばあります（特に、保証条項の一部）。そこで、個人ローン
の標準的な金銭消費貸借契約・保証条項の条文解説を掲載し
ました。また、近年は、お客様によっては「それは法律のど
こに書いてありますか」という質問をされる方もおられます



ので、巻末に、本文中で取り上げた民法の関係条文も掲載し
ましたので是非参照して下さい。
　まず実務の流れとその法的意味を Step １～５として概括
的に説明し、その後、実際に寄せられた質問をベースにこの
Step １～５をＱ＆Ａ方式で掘り下げて解説しました。
　内容もボリュームも「電車の中で気軽に読める本」としま
したので、必要な項目のみを辞書的に調べるのではなく、と
りあえず通して読んでいただくことをお勧めします。
　個人ローンの担当の方のみでなく、事業法人融資の担当の
方（必要な基礎的法務知識は同じです）、部下の指導にあた
りまず基礎的法務知識を身につけさせたいと考えている方、
これからローンを借りようと思っている方、銀行実務の世界
を覗いてみたいと思っている学生の方等幅広い方々の手に
取っていただければ幸いです。
　なお、本書のうち意見に関する部分は筆者の個人的見解で
あり、過去に属していた組織等の見解とは無関係です。

　2019 年２月
� 田島　一良
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Q1　融資業務において「コンプライアンス」の観点から特に気を

つけることは何ですか。

Q2　高齢化が進み認知症の老人が増えていますが、銀行取引（融資取引）

の面ではどのように対応したら良いのでしょうか。また、「成年後見制
度」とはどのようなものですか。

Q3　アパートローンを実行しようと思いますが、借入人が高齢で手が
不自由なため、文字が書きづらいので、連帯保証人である息子が、借入

人本人と銀行の行員の立会いのもとで代筆したいとの申し出がありました

が、問題ないでしょうか。

　また、借入人が入院中で意思能力に不安がありますが、法定（推定）

相続人全員が連帯保証人となるので融資をお願いしたいとの申し出がありま

した。問題ないでしょうか。

Q4　アパートローンで、敷地は個人が所有しているのですが、債務者は法
人（資産管理会社等）にしたいとの相談がありました。当該個人は保

証人にもなる予定です。当該法人の取締役会決議等は必要ですか （①）。

　また、逆に、債務者は個人ですが、敷地の所有者や保証人が法人（資産管

理会社等）である場合はどうですか（②）。

Q5　アパートローンの担保となる土地の一部に、未登記の古屋が建っ

ています（居住者はいません）。この建物は老朽化が進んでおり建物として

の価値はゼロで、将来的には取り壊す予定とのことです。

　銀行としてはこの土地をそのまま担保にとっても問題はないのでしょうか。
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Q6　銀行が融資の可否を決定するときのポイントは、「担保」

以外に何がありますか。

《基礎知識 11》融資の基本 5 原則

Q7　不動産登記簿の謄本と抄本、全部事項証明書と一部事項証明書

は、どう違うのですか。

　また、提出された謄本等に、抜取り・差替えがなされていないか確認する

には、どのようにしたら良いですか。

Q8　不動産登記簿謄本は、どこを見て何をチェックすれば良い

のですか。

《基礎知識 12》現地調査のポイント

Q9　登記簿で所有権者を確認し、その人（Ａ氏）と抵当権設定契約を締

結し、抵当権設定登記を完了しましたが、別の人（Ｂ氏）から当該物件は自

分の物であるとして抵当権の無効の訴えを起こされました。登記簿は信
用してはいけないのですか（国が責任をもって作成・管理している

のではないのですか）。

Q10　お客様から提出していただく書類に「建築確認済証（建築
確認通知書）」がありますが、これは何のために必要なの

ですか。

　また、「検査済証」も提出していただきますが、これは何ですか。

Step 2  審　査 50
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Q11　金銭消費貸借契約書には印紙を貼りますが、抵当権設定契約書に

は貼らなくて良いのですか。印紙を貼らなかった場合は、契約
の効力に影響しますか。
　また、印紙にはお客様の印鑑で割印（消印）をしてもらうようにと言

われましたが、忘れてしまった場合は、銀行の担当者の印やサインでも良い

のですか。

　そのほか、契約書に印紙を貼ってしまったけれど、その契約書を使
用しなかった場合の印紙代や、契約書の写しや変更契約
にも印紙は必要かについても教えてください。

《基礎知識 13》不課税文書と非課税文書の違い

Q12　借入人（夫）が多忙で来店できないため、妻が来店して金銭消費

貸借契約書・抵当権設定契約書などに（夫の名前で）署名・捺印
しました。夫の印鑑証明書は持参していただいたので問題ないと思いま

すが……。

　また、お客様が何度も来店することはできないということで、当初融資申

込みの来店時に、金銭消費貸借契約書などの書類に、前もって自書・
捺印しておいていただくことに、問題がありますか。

Q13　金銭消費貸借契約は、合意の成立した日や契約書
4

を交わした

日でなく、資金の交付
4 4

時に成立すると教えられましたが、抵当権の

設定登記（法務局への持込み）は、原則、資金の交付より前におこなうべき

であると言われました。そうすると、登記時にはまだ金銭消費貸
借契約（被担保債権＝その抵当権によって保全される債
権）が成立していないことになり、普通抵当権の場合、理論的に
おかしいのではないですか。

Step 3  融資実行・担保・保証 65
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Q14　住宅ローンのときは、通常、個人の保証人に代わり保証会社の保

証をとりますが、この場合、抵当権者は銀行ではなく保証会社と

なることが多いようです。

　債権者は銀行なのに、抵当権者は保証会社でも良いのですか。この抵
当権は、何を担保しているのですか。

Q15　建物建築代金のローン申込みがあり、建物が完成したら当該建物

には抵当権を設定しますが、土地は借地で、地主は担保提供（抵当権設定）

をしてくれません。どうしたら良いでしょうか。

《基礎知識 14》定期借地権とは

Q16　Ａさん名義で住宅ローンの申込みがありましたが、担保にする
土地のごく一部分がＡさんの子供（10歳）名義になってい

ます。この部分を除いて担保にとってもいいでしょうか。この部分も担保に

とるとすると、子供（未成年）と担保設定契約をすることにな

りますが、何か特別の手続きは必要ですか。具体的にどうすれば良いのですか。

Q17　銀行実務では、建物を担保にとる場合、建物の火災保険に質
権を付けることがおこなわれますが、建物の火災保険に質権を付けるとは、

どういうことですか。具体的に手続きはどうするのですか。

　また、建物の抵当権の効力は、火災保険金には及ばないのですか。

Q18　アパートローンで保証人を付けるように依頼する場合、人選に

ついては、単に資力（保証能力）のある人ということではなく、「経営者
保証に関するガイドライン」や「金融庁の監督指針」による

指導があるので、これらに沿った対応が必要であるといわれました。

　具体的にはどういうことでしょうか。

　また、「改正債権法」では、どのようになるのでしょうか。

《基礎知識 15》情報提供義務
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Q19　「連帯保証人」は、「保証人」「連帯債務者」とどう違うので

すか。

《基礎知識 16》根保証について

Q20　預金を担保にとる場合、確定日付をとる場合ととらなくて

良い場合があるようですが、どのように区別するのですか。

　また、総合口座による貸越しも預金担保（質権）の貸出しの一種

だということですが、質権の場合は質物である預金通帳（債権
証書）を銀行で預かる必要があるのではないのですか。

Q21　アパートローンで、借入人の妻と長男の二人を保証人としていま

したが、妻より保証人からはずしてほしいとの申し出がありま

した。はずしても債権保全上は影響はないと思われますが、単に妻に保証
債務の免除の通知をするだけで、法的に問題ないでしょうか。

Q22　アパートローンの債務者に相続が発生しました。ローン（債務）

の相続手続きはどうすればよいのでしょうか。

　また、遺言書があり、アパートは配偶者に、ローンは長男が引き継ぐよう

にと書いてありました。銀行はこの指定に従わなければならないのでしょう 

か。

《基礎知識 17》免責的債務引受と併存的債務引受

《基礎知識 18》債務の相続と抵当権の変更登記手続き

Q23　アパートローンの債務者に相続が発生し、相続人は配偶者と子供３名

ですが、アパートはこの子供のうち２名が 1/2 ずつの共有のかたちで相続し

ました。
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アパートローンもこの２名がそれぞれ分割して引き受けたいといって

います。

　契約書はどうしたらよいのでしょうか。

Q24　総額 7,000 万円の分割実行型のアパートローンで、融資実行

は、初回 2,000 万円、二回目 2,000 万円は完了しましたが、最終分 3,000

万円の実行前に主債務者が亡くなりました。債務引受契約などはどう

すればよいのでしょうか。

Q25　債務者に相続が発生し、その相続手続きが未了（相続人は承認

も放棄もしていません）のうちに、さらにその相続人の１人が亡く
なりました。

　契約書はどうしたらよいのでしょうか。

Q26　アパートローンの債務者に相続が発生し、長男が免責的債務
引受契約をすることに同意しましたが、相続人の１人である、被相

続人の前妻の子供については、署名捺印がもらえません。長男も同

相続人については没交渉であるし、連絡はしないで欲しいといっています。

同人の署名捺印はなくても問題はないのでしょうか。

Q27　保証人が亡くなりました。保証債務はどうなるのでしょうか。

　銀行としてはどうすればよいのでしょうか。

Q28　債務者の不動産に抵当権を付けて融資をしましたが、債務者が
無断で当該不動産を売却してしまいました。こんなことが許される

のでしょうか。

　また、債務者の建物に第 1順位の抵当権を付けていましたが、債務者が
勝手にその建物を取り壊し、新しい建物に他の金融機関を第 1順位

とする抵当権を設定させてしまいました。当行は抵当権の抹消を承諾した覚え

はないのに、どういうことなのでしょうか。
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Q29　債務者の預金に対して、裁判所から差押（または仮差押）通

知がきました。銀行としては、どのように対応したら良いのでしょうか。ま

た、その預金は、いつ誰に支払えば良いのでしょうか。

《基礎知識 19》差押えと仮差押え

Q30　裁判所から、預金の差押通知とともに、債権差押命令につ
いての「陳述書」を出すように、との催告書が届きました。どのよう

に対応すれば良いのでしょうか。

《基礎知識 20》税務調査への対応

Q31　失期（期限の利益の喪失）には、「請求失期」と「当然失期」
があると聞きましたが、どう違うのですか。また、「請求失期」と「支払催告」

とは、どう違うのですか。

Q32　金銭消費貸借契約では、債務不履行の場合は年 14％の遅延損害
金を払うことになっていますが、たとえば当月の約定返済額 25 万円が延滞

した場合（内利息分 15 万円・元本分 10 万円として）、①この利息分15
万円に対しても14％の遅延損害金を請求するという意味
ですか。②また、元本については、通常発生すべき約定利息と年
14％の遅延損害金の両方を請求するという意味ですか。

Q33　返済期限までにまだあと 5 年ありますが、債務者から全額返済
をしたい（または全額ではないが、余裕金ができたので約定弁済額のほ

かに増額して返済をしたい）との申し出がありました。変更契約な

どは、どのようにすれば良いのでしょうか。

Step 5  回　収 132
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Q34　Ａさんのローンの返済が滞っており、本人の預金口座には残高が

ありませんが、保証人のＢさんの預金口座には残高があります。

相殺による回収は可能ですか。

　また、延滞は約定弁済 3 ヶ月分で、（元本全体の）失期はまださ
せていませんが、相殺は可能ですか。

Q35　個人の債務者が自己破産を申立てました。債権者としては、も

うこの人からの債権回収はあきらめざるをえないのですか。また、この人は

社会生活のうえで、どのような影響（不利益）がありますか。

Q36　住宅ローンのお客様（債務者）が、返済期間延長の相談に来店し

ました。民事再生法（個人）の適用を考えているようです。

　銀行としては、どのように対応したら良いでしょうか。

Q37　ロ−ン債権は何年で時効になるのですか。時効になりそうなと

き、内容証明郵便で催告書を送っておけば、進行を止められますか。

　時効管理はどうすれば良いのでしょうか。

　また、改正債権法ではどのようになりますか。

条文解説

ⅢⅢ ローン契約書（付、保証条項）
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Step 1　申込受付

Step 2　審　査

Step 4　管　理

Step 5　回　収

Step 3　融資実行・担保・保証

ⅠⅠ 融資業務の流れ

　本編では、銀行の融資業務の流れ（概略）を説明し
ます。
　住宅ローン（一部アパートローン等）を中心に説明
してありますが、一般の法人向け融資担当の方にとっ
ても「融資業務」「融資法務」のベースとなります。

　ところどころ、（➡Ｑ○○）として「Ⅱ　Ｑ＆Ａ」
の中で詳しく解説してある部分を示してありますが、
最初はこだわらずに読み通して、まず融資業務の流れ
をつかんでください。
　ポイントとなる箇所にはアンダーラインを付し、ポ
イントとなる用語はゴシック体で記しています（Ⅰ・
Ⅱ・Ⅲ共通）。
　なお、銀行により手続きが異なる部分も一部あると
思われますので、あくまでも一般的な流れとして理解
してください。
　また、《基礎知識》として、用語や法務の基礎知識
を解説しました。この部分もよく読んで、金融法務の
基礎を理解してください。
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Step １　申込受付

Step1 申込受付

　　　お客様から融資の申込みがあったら、まずパンフレットなどを

見ていただきながら融資できる条件の概略を説明し、お客様の申込み

内容が銀行の融資条件と大きな乖離がないかを確認します。お客様の

ご希望にそえないケースもありますので、１- ２の各種書類を揃えて

いただく前によく説明し、難しいかと思われる場合は、あらかじめそ

の旨伝えます。

　「銀行の融資条件」は各銀行によって差がありますが、この段階で

確認すべきポイントは、おおむね【表１】のとおりです。

表１

1-1

融資額の上限

「住宅」ローンであるのに、他人に貸すための建物の建築資金であ
ったり、投資物件・セカンドハウスの取得資金などの場合は問題が
あります。なお、銀行によっては「資金使途は自由（ただし事業性
資金・投機的資金は除く）」というような条件のところもあります。

住宅ローンの場合、借入時の年齢が満20歳以上70歳以下、最終返済
時の年齢が81歳未満という銀行が多いようです。

ローンの返済期間中、安定した収入が見込まれるかどうか。
※収入が不安定な職種ではないか、同一勤務先に３年以上勤務し
ているか、などを一応の目安としている銀行が多いようです。

①　購入物件の売買価格・建築請負契約金額
②　担保物件の評価額の80～85％（マンション・土地のみの場合や
　借地の場合など、購入物件＝担保物件の種類によっても異なります）
③　年収と年間返済額（他の借入分も含む）との比率が、20～35％
　以内（年収により異なり、一般的に年収が多いほど、この比率は
　高くても良い。）
　「全借入額が年収の５倍以内」というような条件の銀行もあります。
④　①～③にかかわらず銀行が商品（制度）として決めている上限。
　　たとえば「１億円以内」「5,000万円以内」

　以上の①～④のなかで一番低い額

確認のポイント（銀行により異なります）確認項目（注１）

資金使途

年　齢

職　業

（注２）

（注１）住宅ローンの場合となります。アパートローンの場合はＰ７参照。
（注２）各行のパンフレット等で確認してください。
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Ⅰ　融資業務の流れ

　　　次に、融資決定のための審査に必要な以下の書類の提出を依頼

します（住宅ローンの場合。アパートローンの場合は⑦のかわりに賃

貸事業収支表が必要（Ｐ７参照））。

　　①　借入申込書

　　②　印鑑証明書、住民票等

　　③　担保物件の登記簿謄本、公図

　　④　売買契約書、工事請負契約書（見積書）

　　⑤　建築確認通知書および検査済証

　　⑥　収入証明書（住民税課税決定通知書や納税証明書など）

　　⑦　団体信用生命保険告知書

　　　�（借入人の職種・対象物件の種類等によって異なります。詳細

は各行のパンフレットで確認してください）

　この際、あらかじめ次の点をお客様に伝えます。

▶�まだ、融資について約束はできないので、不動産の売買契約、

建物の建築請負契約は、金融機関から正式に融資決定の通知が

あるまで控えていただくこと

　�不動産業者からとりあえず物件をおさえる意味で契約をして欲

しいといわれている時は、売買契約書等に「ローン条項」（ロー

ンがおりなかった場合には、手付金の没収等の損害賠償責任は

問われずに契約解除ができる）があることを確認していただく

こと

▶審査にかかる日数、審査ＯＫの場合の融資実行予定日

1-2
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Step １　申込受付

▶�収入印紙代・抵当権設定費用・保証会社保証料・火災保険料・

質権設定費用等、融資実行にかかる諸費用

　�※通常、この部分は融資額に入りませんので、お客様に別途用

意していただく必要があります。ただし、他行融資の「借替

え」の場合は、この部分も含めて融資する銀行もあります。

　　　審査の結果、融資をお断りする場合、お客様の知識、経験およ

び財産の状況に応じて、可能な範囲で謝絶理由についても説明しま

す。

1-3
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