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Ⅰ．業務に関わる関係法令等について 

 
１．関係法令等 

 

クレジット会社が遵守すべき法令等は、企業全般に関するもの、個別の業務として、クレ

ジット業務、キャッシング業務、与信業務、債権管理業務等、個別細部に亘り法令があり、

これを遵守しなければならない。 

 

１）企業全般に関わる法令 

 企業全般に関わる法令のうち、クレジット業界が特に留意しなければならないのは、民法、

刑法、会社法、証券取引法(インサイダー取引)等がある。これについては、第４章の事例

の中で触れる。 

２）個別業務に関する法令については、「第１節 関係法令等」で説明する。 

３）債権管理業務に関連する特定調停法、民事再生法(小規模再生、給与所得者等再生、住宅 

資金貸付債権に関する特例)、破産法等についても、第４章で実務を混ぜて触れる。 

 

＜関係法令等一覧＞ 

名 称 正式名称 

消費者基本法 － 

消費者契約法 － 

割賦販売法 － 

特定商取引法 特定商取引に関する法律 

貸金業規制法 貸金業の規制等に関する法律 

出資法 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 

利息制限法 ― 

景表法 不当景品類及び不当表示防止法 

独占禁止法 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 

個人情報保護法 個人情報の保護に関する法律 

本人確認法 
金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不正な

利用の防止に関する法律 

経済産業省個人情報ガイドライ

ン 

個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とす

るガイドライン 

経済産業省信用分野個人情報

ガイドライン 
経済産業分野のうち信用分野における個人情報保護ガイドライン 

金融庁個人情報ガイドライン 金融分野における個人情報保護ガイドライン 

個人情報自主ルール 
クレジット産業における個人信用情報保護、利用に関する自主ルー

ル 

金融庁事務ガイドライン 金融監督等にあたっての留意事項について 

割賦販売法に関する昭和 59 年

通達 

通商産業省（現経済産業省）の昭和 59 年 11 月 26 日付産業政策局

通達「昭和 59 年改正割賦販売法の施行について」 
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２．関係法令等の制定の趣旨、目的等について 

 

（１）消費者基本法 （制定：昭和４３年、改正：平成１６年） 

 

＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

消費者に対する国、地方公共団体、事業者の責任を定めたもので、主に国の行政指導に主

体がある。また、事業者には、消費者の安全、情報の明確、平易な提供、知識、経験、財産

への配慮、苦情の適切迅速な処理等を求めている。 

 

＜参 考＞ 

第１条（目 的） 

この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかんがみ、

消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の

基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その

施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合

的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的と

する。 
第５条（事業者の責務等） 

事業者は、第２条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんが

み、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。  

1．消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。 

2．消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。 

3．消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。 

4．消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等

に努め、当該苦情を適切に処理すること。 

5．国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。 

２ 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該

商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準

を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。 

 

 

（２）消費者契約法 （制定：平成１６年） 

 

＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

業者と消費者間の契約に関して、一定の不当な勧誘があった場合、契約の取消しを認め一

方的な不利な取引を無効とする民法の特別法である。割賦販業者と消費者間の契約に関して、

一定の不当な勧誘があった場合、契約の取消しを認め一方的な不利な取引を無効とする民法

の特別法である。割賦販売法、利息制限法等で規制されているものを除き、本法の対象であ

る。消費者にクレジット内容を理解できるように説明する努力義務がある。さらに、本法は

平成 18 年度通常国会で一部修正され、H19.6 から「適格消費者団体に、不当な勧誘行為、不

当な契約のうち、個別法に定められたものを除き」差止め請求権が付与された。 
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＜参 考＞ 

第１条（目 的） 

この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、

事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又

はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償

の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は

一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上

と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 
第３条（事業者及び消費者の努力） 

事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者

契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者

契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権

利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければな

らない。 
 
 

（３）割賦販売法 （制定：昭和３６年、改正：平成１８年） 

 

＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

制定当初は、割賦販売の取引秩序確立が目的であったが、その後、購入者の利益の保護の

ため改正され、消費者保護法としての性質が強くなっている。割賦販売法は、五つの取引方

式を対象としているが、クレジット業界は、割賦販売あっせんが対象となり、総合方式、個

別方式、リボルビング方式に取引方法が分かれる。事業者としての留意事項は、業務に関す

る規則として 7 項目、契約内容について 4 項目、の規則がある。また、総合方式とリボルビ

ングについては、登録しなければ営業できない。 

 

＜参 考＞ 

第１条（目的及び運用上の配慮） 

この法律は、割賦販売等に係る取引を公正にし、その健全な発達を図ることにより、購

入者等の利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を円滑にし、もって国民

経済の発展に寄与することを目的とする。 

２ この法律の運用にあたっては、割賦販売等を行なう中小商業者の事業の安定及び振興

に留意しなければならない。 

 

 

（４）特定商取引法 （制定：昭和５１年、改正：平成１８年） 

 

＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

店舗販売と違い取引形態の相違から、取引形態ごとの書面交付が義務付けられている。ま

た、クーリングオフの制度が設けられている。 
本法には、書面の不交付、所定事項の不記載、虚偽記載等には、罰則がある。 
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＜参 考＞ 

第１条（目 的） 

この法律は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取

引、特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引をいう。以下同じ）を

公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の

利益を保護し、あわせて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もつて国民

経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 
 
 

（５）貸金業規制法 （制定：昭和５８年、改正：平成１８年） 

 

＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

一部の業者が返済能力の無い者に高利多額の融資を行い、暴力的過酷な取立てを行い社会

問題となったため、昭和 58 年 5 月に業者を規制する目的で制定された。業者は、その旨登

録を行い、審査の強化、要件の厳格化等が規定されている。違反に対し、罰則が設けられて

いる。 

 

＜参 考＞ 

第１条（目 的） 

この法律は、貸金業を営む者について登録制度を実施し、その事業に対し必要な規制を

行うとともに、貸金業者の組織する団体の適正な活動を促進することにより、その業務

の適正な運営を確保し、もつて資金需要者等の利益の保護を図るとともに、国民経済の

適切な運営に資することを目的とする。 
第２条（定 義） 

この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介（手形の割引、

売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする

金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。）で業として行

うものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 
1．国又は地方公共団体が行うもの 
2．貸付けを業として行うにつき他の法律に特別の規定のある者が行うもの 
3．物品の売買、運送、保管又は売買の媒介を業とする者がその取引に付随して行うもの 
4．事業者がその従業者に対して行うもの 
5．前各号に掲げるもののほか、資金需要者等の利益を損なうおそれがないと認められる

貸付けを行う者で、政令で定めるものが行うもの 
２この法律において「貸金業者」とは、次条第１項の登録を受けて貸金業を営む者をいう。 
３この法律において「貸付けの契約」とは、貸付けに係る契約又は当該契約に係る保証契

約をいう。 
 

 

（６）出資法 （制定：昭和２９年、改正：平成１５年） 

 

＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

戦後の混乱期にヤミ金融が横行し、貸金業取締法が施行されたが高金利の規制が無く弱者
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保護のため、高金利全般を規制するため、昭和 29 年に公布された。本法には、出資金の受入

れ規制、預り金の禁止、浮貸し等の禁止を規定するほか、高金利の処罰、金銭貸借の媒介手

数料の制限、みなし利息などを規制している。 
 

＜参 考＞ 

第１条（出資金の受入の制限） 

何人も、不特定且つ多数の者に対し、後日出資の払いもどしとして出資金の全額若しく

はこれをこえる金額に相当する金銭を支払うべき旨を明示し、又は暗黙のうちに示して、

出資金の受入をしてはならない。 
第２条（預り金の禁止） 

業として預り金をするにつき他の法律に特別の規定のある者を除く外、何人も業として

預り金をしてはならない。 
２ 前項の「預り金」とは、不特定かつ多数の者からの金銭の受入れであつて、次に掲げ

るものをいう。 
 一 預金、貯金又は定期積金の受入れ 
 二 社債、借入金その他何らの名義をもってするを問わず、前号に掲げるものと同様の

経済的性質を有するもの 
第４条（金銭貸借の媒介手数料の制限） 

金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額を

こえる手数料の契約をし、又はこれをこえる手数料を受領してはならない。 
２ 金銭の貸借の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他何ら

の名義をもってするを問わず、手数料とみなして前項の規定を適用する。 
 

 

（７）利息制限法 （制定：昭和２９年、改正：平成１１年） 

 

＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

明治 10 年制定の旧法を廃止し、昭和 29 年に金銭を目的とした消費貸借上の契約に適用さ

れる。わずか 4 条の短い法律であるが利息の限度、天引き、みなし利息の限度を規定してい

る。また、債務不履行による賠償額は、第 1 条 2 項に規定する率の 1.46 倍以上は無効とな

る。出資法には罰則があるが、本法には罰則の変わりに、制限利息を超過した場合は超過分

が無効となる。 

 

＜参 考＞ 

第１条（利息の最高限） 

金銭を目的とする消費貸借上の利息の契約は、その利息が左記の利率により計算した金

銭をこえるときは、その超過部分につき無効とする。  

元本が十万円未満の場合      年二割 

      元本が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分 

      元本が百万円以上の場合      年一割五分 

２ 債務者は、前項の超過部分を任意に支払ったときは、同項の規定にかかわらず、その返

還を要求することができない。 
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第２条( 利息の天引 ) 

利息を天引した場合において、天引額が債務者の受領額を元本として前条第一項に規定

する利率により計算した金額をこえることきは、その超過部分は、元本の支払に充てた

ものとみなす。 

第３条( みなし利息 ) 

前２条の規定の適用については、金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本

以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、

利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済費用は、この限りでない。 
 

 

（８）景表法 （制定：昭和３７年、改正：平成１７年） 

 

＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

法１条に示す通り、独禁法の特例として定められたもので、懸賞によらず商品の購入する

ことにより景品を付ける総付景品と懸賞による景品、すなわち、くじその他偶然性を利用す

る方法がある。いずれも取引価額に対する景品の最高限度が設けられている。景品の提供に

ついては法律に詳細な条件、方法等が規定されているので事前の調査が大切である。違反し

た場合には罰則が設けられているので留意すること。 
 

＜参 考＞ 

第１条（目 的） 

この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を

防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和 22 年法律第 54
号）の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護

することを目的とする。 
第２条（定 義） 

この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であ

るか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供

給する商品又は役務の取引（不動産に関する取引を含む。以下同じ。）に附随して相手方

に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であって、公正取引委員会が指定するもの

をいう。 
２ この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給す

る商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広

告その他の表示であって、公正取引委員会が指定するものをいう。 
 

 

（９）独占禁止法 （制定：昭和３６年、改正：平成１８年） 

 
＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

他の業者と結合して、競合者を排除したり、対価( 金利) を決め、競争を制限したり、他

の業者を差別することを禁止したものである。法では、不正な取引方法を禁止しているが、

ぎまん的顧客誘引、不当な利益による顧客誘引、優越的地位の濫用、競争会社に対する取引

妨害に付き、留意を要する。 
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＜参 考＞ 

第１条（目 的）  

この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過

度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限

その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、

事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、

一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを

目的とする。 
 

 

（１０）個人情報保護法 （制定：平成１５年） 

 

＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

個人情報を取り扱う業者に対し、適正な取扱、利用目的の制限、データの正確性確保、安

全管理、提供の制限等を義務付け、本人への開示、訂正権、苦情の処理、主務大臣の関与等

について定め、業者に個人情報取扱いに関する最も基本的な事項を定めている。個人情報は、

利用目的を特定し、原則本人の同意が必要である。これを超える情報の取扱いは認められな

い。法の規定はないが経産省信用分野ガイドライン、金融庁個人情報ガイドラインでは、セ

ンシテイブ情報(族、門地および本籍地、保健医療および性生活犯罪暦については、ガイドラ

インに定める例外を除き取得等を禁止している。 
 

＜参 考＞ 

第１条（目 的） 

の法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに

かんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成そ

の他の個人情報の保護 に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責

務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定める

ことにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的と

する。 
 
（１１）本人確認法 （制定：平成１４年、改正：平成１７年） 

 

＜法の主旨および業界としての留意事項等＞ 

国際的な麻薬取引、犯罪に伴うマネー・ローンダリングの防止のため、国際機関で勧告を

まとめ、わが国でも本人確認法を制定した。クレジット会社が行う取引のうち、証書貸付、

ローンカード契約、キャッシングサービスなどが対象となる。(ただし、連帯保証人は対象外) 
:契約締結時ならびに弁済金の受領など、契約の途中でも本人確認義務がある。本人確認記

録は、取引終了後 7 年間、取引記録の最終取引から 7 年間の保存義務が定められてる。 
 

＜参 考＞ 

第１条（目 的） 

この法律は、金融機関等による顧客等の本人確認及び取引記録の保存に関する措置並び

に預貯金通帳等を譲り受ける行為等についての罰則を定めることにより、テロリズムに
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対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施、組織的な犯罪の処罰及び犯罪

収益の規制等に関する法律（平成１１年法律第１３６号）第５４条の規定による届出等

の実効性の確保及び公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法

律（平成１４年法律第６７号）第１条に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資

金の提供等が金融機関等を通じて行われることの防止に資する金融機関等の顧客管理体

制の整備の促進並びに預金口座等の不正な利用の防止を図ることを目的とする。 

 

 

（１２）経産省個人情報の保護ガイドライン 

 

このガイドラインは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）第７条第１項に基づき平成１６年４月２日に閣議決定された「個人情報の保護に関

する基本方針」を踏まえ、また、法第８条に基づき法に定める事項に関して必要な事項を定

め、経済産業省が所管する分野及び法第３６条第１項により経済産業大臣が主務大臣に指定

されたのを受けた特定の分野（以下「経済産業分野」という。）における事業者等が行う個人

情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援する具体的な指針として定めるものである。 
 

 

（１３）経産省信用分野個人情報の保護ガイドライン 

 

このガイドラインは、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）第７条第１項に基づき平成１６年４月２日に閣議決定された「個人情報の保護に関

する基本方針」を踏まえ、「個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とす

るガイドライン」（平成１６年厚生労働省・経済産業省告示第４号。以下「経済産業分野ガイ

ドライン」という。）を基礎として、また、法第６条及び第８条に基づき、経済産業省が所管

する分野のうち信用分野（物品又は役務の取引に係る信用供与に関する分野）における個人

情報について保護のための格別の措置が講じられるよう必要な措置を講じ、及び当該分野に

おける事業者等が行う個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援する具体的な指針

として定めるものである。 
 
 

（１４）金融庁個人情報ガイドライン 

 

このガイドラインは、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号。以下「法」

という。）、「個人情報の保護に関する法律施行令」（平成１５年政令第５０７号。以下「施行

令」という。）及び「個人情報の保護に関する基本方針」（平成１６年４月２日閣議決定。以

下「基本方針」という。）を踏まえ、金融庁が所管する分野及び法第３６条第１項により指定

を受けた分野（以下「金融分野」という。）における個人情報取扱事業者が個人情報の適正な

取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、金融分野における個人情報の性質及び利用

方法にかんがみ、事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針として定め

るものである。 
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（１５）個人信用情報保護自主ルール 

 

＜自主ルールの主な内容＞ 

・収集範囲の制限（センシティブ情報取得禁止等） 

・書面での同意取得（同意書面のひな型を提示） 

・安全管理 

（責任者設置、規程整備、アクセス権限管理、ログ記録、漏えい時の報告・公表等） 

・従業者・委託先の監督 

・開示、苦情処理、広報・啓発、教育・研修等 

・信用情報機関の規律（会員管理、モニタリング、監査等） 

・罰則（勧告、公表、資格停止、除名） 

 

 

（１６）金融庁事務ガイドライン 

 
金融監督に当たっての留意事項 
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Ⅱ．コンプライアンス実践意識の醸成 

 

１．業務全般 

 

１）基本的な法との関係 

民法や刑法は基本的な法律であり、クレジット業界においては、日常的な業務などさまざ

まなところで関係してきている。コンプライアンスの実践との関係からの条項では、民法の

１条２項「信義誠実の原則」、９０条「公序良俗違反」など、また、刑法では、１５９条「私

文書偽造」、２４７条「背任」、２４９条「恐喝」、２５３条「業務上横領」などがあり、業務

に深い関わりが出てくることもあるので注意をしなければならない。 

 
（１） 信義誠実の原則 

人間が社会生活を円滑に営むためには、信頼し誠実な行動をとることが必要となる。

人の信頼や期待を裏切らないように、誠意をもって行動することが法理（法律の原理）

では求められており、それを信義誠実の原則（信義則）と言っている。  
この原則は、クレジット業務の遂行においても例外なく必要とされている。この原

理原則を常に念頭に置き、逸脱した行為をすることがないようにしなければならない。

コンプライアンスの実践の基本といえる。 

（２） 公序良俗違反 

    公序良俗とは、公の秩序と社会的善良な風俗のことをいうものであり、法律は、そ

の社会的秩序を維持するための手段といえ、この公序良俗に反するような行為は、法

律では保護されません。 

（３）私文書偽造 

    他人の印鑑、署名を使用して文書を偽造したり、権利、義務若しくは事実を証明   

する文書等を偽造したものは、刑罰の対象となる。(刑法 159 条) 

（４） 背任行為 

    会社の内容、予算、原価等を第三者の利益のため、または本人が利益を得るために、

漏らし、会社に損害を与えた場合は、背任行為となり刑罰の対象となる    (刑法

267 条) 

（５） 恐喝 

    業務に熱心な天利、お客様に対して威圧的な言動を行い「脅かされた」と受け取られる

可能性がある。本来、人を恐喝して財物をとる行為を指し、刑罰の対象となる。(刑法 249
条) 

（６） 業務上横領 

    お客様から集金した金を、給料前のため一時的に私用に流用し、給料日に会社に    

回収金として処理した。会社の財産を一時的とはいえ、自己のために使用することは

業務上横領となり刑罰の対象となる。(刑法 253 条) 

（７） 住居侵入など 

債権回収のため、お客様宅を訪問し、お客様の意思に反して無理に家に入った場合

は、住居侵入罪、または不退去罪として刑罰の対象となる。(刑法 130 条) 

（８） その他、偽造(刑法 169 条)、詐欺(刑法 246 条)も、業務上留意しなければならない。 
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２）事例で考えてみる 

 
（１）インサイダー取引 

＜事例＞ 

Ａクレジット社の営業担当Ｚ社員は、Ｂ社（上場会社）との業務提携の話しを進めていた。

ある時、Ｂ社の担当部長から、Ｂ社株が株式分割されることで大きく儲けられると嬉しそ

うに話しを漏らしていたのを聞き、Ｚは、その情報が公表される前にＢ社の株式を証券会

社の窓口で購入していた。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

事例はインサイダー取引規制に抵触する。上場株式売買が公正に保たれる必要から証券取

引法により厳しく規制されている。未公開の重要な内部情報(ｲﾝｻｲﾀﾞｰ情報)に基づいた行為

であり、最も不公平な取引の一つである。規制の対象となるのは、内部者(証取法 166 条 1

項 1 号)と呼ばれる上場会社の役職員(本件はこれに当たる)、内部者ではないが、契約や法

令上の立場から内部情報を入手できる準内部者(法 166 条 1項 3号)(顧問弁護士、取引銀行、

経営コンサルタント等)、またこれらの情報を得たもの(法 166 条 1 項 4 号)も対象となる。

また、証取法は H18 年に金融商品取引法として大幅な改正がされた。 

 

（２）残業・休日、サービス残業 

＜事例＞ 

Ａクレジット社の営業担当Ｚ社員は、年度末ということもあって、ここ数ヶ月休日出勤や

残業などが重なり、時間外労働が月間６０時間を超えていた。しかし、上司のＹは、Z に

対し、月間の所定時間外を超える部分を申告しないように指示し、これに従った。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

労働基準法３２条により、三六協定で延長等をした場合でも、時間外勤務手当をその計算 

期間内に支給しなければならない。時間外勤務手当未払いの違反は、同法１１９条による

刑事罰の対象となる。 

 

（３）男女雇用機会均等 

＜事例＞ 

Ａクレジット社のＢ営業所では、女性社員が結婚すると上司がそれとなく声をかけ退職し

てもらうということが以前から行われていた。今回、人員縮小予算の策定が指示された折

りも、当然のようにその対象者を年齢の高い既婚女性とし、退職の声をかけていった。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

男女雇用機会均等法( 略称) ８条に「女性労働者の婚姻、妊娠、出産を退職の理由として

はいけない」と定めている。したがって、このような行為は法に違反している。人員縮小

等を行う場合は、男女を問わず全社員に対し、希望退職を勧誘する方法が通常行われてい

る。 

 
（４）セクシュアル・ハラスメント 

＜事例＞ 
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Ａクレジット社のＢ営業所のＹ女性社員は、「普段から同僚のＺ社員から嫌な言動をされ

ており、日常の業務に支障がでているので何とか処置してほしい」と上司Ｘに訴えていた。

しかし、Ｘは私的な男女関係の問題であると考えて、会社の問題ではないとして、そのま

ま放置していた。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 男女雇用機会均等法 21 条に「事業主は職場にての性的な言動により当該女性労働者が労

働条件に不利益、または就業環境が害されないよう配慮しなければならない」とあり、法

に違反している。上司 X は、Z 社員に事実を確認し、これらの環境の改善を行わなければ

ならない。 
 
 
２．個人信用情報の取扱 

 

（１）個人信用情報の目的外使用の禁止 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社の回収担当Ｚ社員は、営業担当のＹ社員からショッピング顧客勧誘のた

めのＤＭ資料として延滞実績のない完済者リストの提出を求められた。社内で使用するの

だから問題ないと了解した。念のため、そのリストを渡す前に個人信用情報機関へ問い合

わせして他社状況を全て調査した。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 個人情報保護法１６ 条第１項に、あらかじめ本人の同意なく特定された目的外に利用する

ことを禁止している。これに違反した場合は、本人が利用停止等をもとめることができる。

(法 27 条 1 項)  

 

（２）個人情報の不適正な収集 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社のＹ営業所長は、最近の集客状況が思わしくないため、どうしたものか   

悩んでいた。そんな折り、Ｂ保険会社に勤務する学生時代の親友ＺがＹと同じ地区の責任

者として赴任してきた。Ｙは早々Ｚに会い、市場についての意見交換方々、ＺとＹの営業

所の従業員住所情報の交換利用や一部既存顧客へのＤＭの相互配送利用などについて、内

密の協力関係締結の話を持ちかけた。 

 
＜問題点およびその対応＞ 

個人情報保護法１７ 条で「偽り、その他不正な手段で個人情報を取得してはならない」

とあり、１５条には「利用目的をできる限り特定しなければならない」とある。Ｙ営業所

長の発想は、Ｂ保険会社のＺに個人情報を提供することは目的外利用であり認められない。

(法 23 条) また、親友ＺがＹに提供することも同法の違反となる。したがって、本件は、

主務大臣の是正命令の対象であり、これに従わねば罰則の対象となる。 
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（３）情報漏えい等に対する安全対策 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社では、所定の保存期限を過ぎた顧客情報は廃棄処分する決まりになって

いる。廃棄は、長年取引を続けているＢ廃棄業者に委託しており、廃棄処理証明書も都度

受け取っている。しかし、顧客から「自分の個人情報が漏れているのではないか」との連

絡が入ったので、早々、調査したところ、Ａ廃棄委託業者がたまたま臨時に雇用した従業

員者が、廃棄する個人情報の入った段ボールを盗んで町の名簿業者に売却していたことが

判明した。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 個人情報保護法２２ 条には、「個人データの取扱いの全部または一部を委託する場合は、

その個人データの安全管理が図られるよう、受託者に対する必要かつ適切な監督を行わな

ければならない」受託者の業務遂行状況を定期的に確認が必要であり、受託者による違反

であっても適切な指導を行わなかったＡ社の違反となる。主務大臣の是正命令、緊急命令

に違反した場合は刑事罰の対象となる。 

 
（４）個人信用情報の開示と訂正要求への対応 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社の店頭に、自分の個人情報の状態を確認したいとＹ会員が来た。「銀行

で融資を断られたとのことから不審に思い、原因を確かめ、もし間違いが発見できれば、

訂正をしてほしい」との申入れであった。しかし応対に出た新入社員のＺは、「個人情報

は機密事項なので、教えられない」と請求を断ってしまった。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 個人情報保護法 25 条には「個人情報取扱業者は、本人から同人が識別される個人データ

の開示を求められたときは、本人または第三者の生命、身体、財産その他権利、利益を害

する場合、取扱業者の業務の適正な実施に著しい支障が出る時以外は開示を要する」また、

同法 26 条には「当該個人データの内容の訂正、追加または削除を求められた場合は、必

要な調査を行い、結果では内容の訂正等を行わなければならない」と定めている。 
 
 
３．与信業務分野 

 

（１）未成年者・高齢者への与信 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社は、未成年者からのクレジット申込みについては確実に親権者の同意を

得るように取り決めているが、６５歳以上の高齢者については該当もあまり無いことから、

特に与信判断基準を定めてはなく、都度、決裁者の判断で契約の可否を決めている。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 未成年者への与信については、通産省(現経産省)のＳ５９年通達で割販業者に対して「未

成年者に対する与信については、親権者の同意を取ること」と指導され、これが定着して

いる。高齢者については、特商法施行規則に「老人その他の者の判断力の不足に乗じ、契
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約をさせる」(法 7 条 2 号) 「電話勧誘により契約を締結する」(23 条 2 号)  で禁止され

ている。これらの行為には罰則は無い。また、貸金業規制法がＨ１６年１２月に改正され、

「返済能力を超える貸付の防止、過度の広告、勧誘をしない努力をすること」(法 16 条) を

定めている。これらに対する直接の罰則は無い。ただし、公的給付の振込預金口座通帳の

引渡し、保管は禁止されており(法 20 条の 2)、罰則がある。 

 

（２）無担保・無保証での簡易審査の貸付 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社の営業所では、店頭で貸付業務を行っている。今日、Ｚ社員は、年収５

００万円と申告するＹ顧客から７０万円の融資申込を受けた。「保険証」「運転免許証」

など所定の書類や在籍などの確認も取れ、また個人信用情報機関も問題がなかったので、

Ｙ顧客の希望どおり、７０万円を「無担保」「無保証」で貸し付けた。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

貸金業規制法１３条で過剰貸付の禁止を定めている。また金融庁の「事務ガイドライン第

三分冊金融会社関係」の「３,貸金業関係 3-2-1」（１）に過剰貸付の判断基準として事例

の基準が示されている。本事例は簡易審査基準に該当し、「１業者当り５０万円又は年収の

１０％に相当する額を超える貸付は簡易審査とならない」に該当する。本件について、罰

則の定めはないが金融検査等で指摘され、改善指導を受けることとなる。 

 

（３）借入希望額以上の貸付 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社の営業所では、店頭で貸付業務を行っている。Ｙ営業所長は、今月の貸

付目標の達成が危ないので、部下社員に貸付枠の余裕のある顧客に対して、融資申込額が

限度額より低い場合は、積極的に増額を進めるように指示し、何人かの融資希望額が３０

万円の顧客に対して、融資を進めて、５０万円の融資を実行した。 

 

＜問題点およびその対応＞  

金融庁の事務ガイドラインは、過剰貸付を禁止するために「無担保・無保証の貸付を行う

ときは、借入申込書に借入希望額・既往借入額・年収等の項目を顧客に記入させ、借入意思

の確認を行う」(第三分冊「3-2-1」（3）)とともに「必要以上の金額の借入を勧誘してはなら

ない」（第三分冊 3-2-1（2））と規定している。したがって事例の支持は違反となる。本行為

についての罰則はない。 

 

（４）顧客からの依頼事項の処理ミス 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社顧客サービス対応担当Ｚ社員は、Ｙ顧客からのクレジット代金の引落銀

行口座の変更依頼を受けていたが、手続を忘れたためにＹ顧客から督促を受け家族から叱

責を受け、大変迷惑をしているのでどうしてくれるのかと苦情が入った。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 クレジット会社の業務は複雑な事務処理が多く、うっかりミスの生ずる危険が多い。これ

らのミスは会社への信頼を損ねるので細心の注意が必要である。事例への対応は、まず責
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任者が速やかに直接顧客に謝罪すること。これらの処理ミスは、速やかに訂正を行うとと

もに、延滞金については顧客の意向に沿って対応する。ただし、安易な請求権の放棄や、

必要以上の賠償請求には慎重な対応を要する。 

 

 
４．回収業務分野 

 

（１）早朝、夜間の督促 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社の延滞しているお客さまから、「支払が遅れているから明日にでも支払え

との電話が夜の１０時過ぎと朝の７時頃に掛かってきた。いくら何でもこのような時間に

請求の電話をするとは非常識ではないか」との苦情がお客さま相談室にあった。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 貸金業規制法２１条に「人を威迫し又は私生活もしくは業務の平穏を害する言動により困

惑させてはならない」とし、「正当な理由がないのに、社会通念に照らし不適当と認められ

る時間帯として、内閣府令で定める時間帯(午後９時から午前８時)に、債務者に電話をか

け、ファクシミリ装置を用いて送信し、または債務者等の居宅を訪問すること」を規制し

ている。事例は明らかに法令に違反している行為であり、法３６条に定める「1 年以内の

業務停止」、最悪の場合は法３７条により「登録の取消」を受けることになる。さらに法４

７条により刑罰の対象となり、会社も両罰規定の対象となる。 

 

（２）家族等の第三者への請求 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社のＺ社員は、支払が遅延しているＹ顧客の自宅に督促の電話をしたがち

ょうど不在であった。しかし、家族が電話に出てきて「クレジットの支払いのことですか」

としつこく何回も質問されたので、社名を名乗り事情を説明し、ついクレジット契約で支

払いが遅れているから、代わりに支払っていただけないかとお願いをしてしまった。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 割賦販売法Ｓ５９年通達（8-(2)-ｱ.(5))、貸金業規制法２１条１項５号に「債務者等以外

の者に対し、債務者等に代わって債務を弁済することをみだりに要求すること」を禁止し

ている。家族も第三者であり、同法の対象となる。法 21-1-3 では債務者等の私生活に関す

る事実を債務者以外の者に明らかにすることも禁止されている。これらの行為については

厳しい罰則が定められており、当事者以外に会社等も併科される。事情によっては、刑法、

民法上の問題にも発展しかねない行為であり、督促業務の基本として社内教育で徹底する

必要がある。 

 

（３）債務整理を弁護士に依頼したとの申出への対応 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社の回収担当Ｚ社員が延滞顧客Ｙに督促の電話をしたところ、Ｘ弁護士に

債務整理を委任したとの申出があり、数日後Ｘ弁護士から受任通知が届いた。しかし、Ｚ

社員は、何の相談もなく急なことで納得がゆかず、Ｘ弁護士ではなくＹ顧客本人に直接電
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話をして、ことの成り行きに対して十分な説明をもとめたが話しにならなかった。翌日Ｘ

弁護士から法令違反との強い抗議があった。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 割賦販売法Ｓ５９年通達８-(４)、貸金業規制法２１条１項６号「債務者等が債務整理に関

する権限を弁護士等にした旨の通知または民事事件の裁判手段をとったとの通知を受けた

後は、正当な理由なく弁済要求する」ことは禁止されている。よくある例として、弁護士

等が介入後、長期放置された場合は、弁護士に理由をただし、辞任している以外で手続き

が遅延している場合は、弁護士会に相談する等、回収を促進させねばならない。事例の行

為は罰則の対象となる。 

 

（４）利息制限法への引直し計算による請求 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社の回収担当Ｚ社員に延滞中のＹ債務者から、「利息制限法を超えて払っ

た利息は無効であるので、これまで支払った分を利息制限法で再計算して頂きたい。そし

て、過払いがあれば返金して下さい」との要請があった。延滞ばかりしている顧客なので、

無視していたら顧客相談室に苦情の電話があったが、再計算する気になれない。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 顧客の引直し請求は、利息計算方法の根拠、すなわち情報の開示要求と、利息制限法超過

利息の返還要求である。貸金業規制法４３条のみなし弁済規定( 貸金業者が業として行っ

た貸付契約で、利息として任意に支払った金銭であること、法 17 条の契約書面および受取

書の交付があったこと) の適用があるものを除き、超過部分について合法的に取り立てる

ことはできない。なお、平成１８年１月の最高裁判決で、同法１８条の受取書について、

同法施行規則１５条２項で記載の省略を認めているのは委任事務の範囲を超えた違法な規

定として任意性を否定している。 

 みなし弁済の要件を具備していなければ、顧客の要求を受け入れなければならない。債権

者の対応次第では刑法の適用対象でもある。 

 

（５）給与所得者が民事再生手続きを行う 

＜事例＞  

一流商社に勤め、年収１，７００万円の男性Ａに対し、他の債務はないとの申告により、

１５０万円を貸付けたが５０万円を返済した時点で支払不能となり、民事再生の申立がさ

れた。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

民事再生法は、経済的窮境にある債務者について、その事業または経済生活の再生を図る

もので、法人、個人ともに対象となり、個人については、手続き、要件の簡素化した「小

規模個人再生」「給与所得者等再生」「住宅資金貸付債権に関する特例」に分類している。

事例である給与所得者等再生は、２年分の可処分所得(年間収入見込みー政令による生活費

の２倍)を３年間に支払う要件を充足すればよい。債権者による決議は不要で不認可事由が

なければ認可される。なお、再生手続きで切り捨てられた債権は、無税償却の対象となる。 
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（６）債務者が突然自己破産の申立 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社は、給与所得者Ｙに５０万円貸し付け、残金３０万円となったとき、Ｙ

債務者の代理人弁護士から、自己破産の申立を行った旨の連絡を受け、今後は代理人弁護

士と行うようにとの連絡を受けた。その後、弁護士より破産手続きの費用の支払が不能で

あり、破産手続きが廃止になったとの連絡を受けた。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

破産の申立を受けた裁判所は、破産手続き費用の支払(予納)不能の場合は、職権で破産手

続廃止の決定をしなければならない。(破産法 216 条) 決定は、破産者には書面で通知され、

公告される。債権者は公告をもって確認し、償却手続きに入る。改正前は、免責手続きと

のタイムラグがあり、免責手続き確定までに強制執行による差押債権の取立てが可能であ

ったが、現在は破産申立と同時に免責手続きが可能となり、給与の差押等による債権回収

行為が不能となった。 

 

 

５．クレジット業務分野 

 

（１）契約時における書面の交付 

＜事例＞ 

Ａ販売店でＢクレジット会社と契約した際に、Ａ販売店から契約書の控えはもらった。し

かし、そこにはＡ販売店の連絡先が記載されていなかったので、後で連絡することが出来

ず因ってしまった。こんなことでおかしくないのかと顧客から苦情があった。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 通産省(現経産省)Ｓ５９年通達に基づき「標準約款及びモデル書面」が示された。契約書

書面に「売買契約(商品等)についてのお問合せ、ご相談は表記販売店にご相談ください」

の表示を標準約款の最終欄に「問合わせ・相談窓口等」として表示し当該書面右下方に表

示欄を設けている。したがって、本事例の書面は不備であり、早急にお客さま控に、謝罪

して追記するとともに、販売店には厳重な注意を喚起すべきである。 

 

（２）利用時の明細書の交付 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社では、営業社員が加盟店を回っているとき、加盟店の一部で会員がショ

ッピングや飲食でカードを利用した際に明細書を渡していなかったり、記載項目に一部漏

れのある明細書を渡していたことを発見した。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 会員がショッピング等を行った場合は、利用控え書面、CD/ATM 等でキャッシングを行った

場合の利用控(ジャーナル等)の書面を交付するよう割賦販売法４条・３０条２項、貸金業

規制法１７条で義務付けている。悪質な事例もあり、当該店に対しては厳重な改善を申し

入れなければならない。これに違反した場合は罰則の対象となる。 
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（３）インターネットによる申込と書面の交付 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社は、インターネットでクレジットカードの申込みがあったＹ顧客に対し

て、事前の承諾を得たうえで書面に記載して交付すべき取引条件などの事項を電子メール

で送信した。しかし、書面そのものを渡すことはしなかった。その後、Ｙ顧客から、書面

の交付がないのは、割賦販売法の定める書面交付義務に反するのではないかとの問い合わ

せを受けた。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 平成１２年１１月に「書面一括法」が制定され、これに伴い割賦販売法も改正され「情報

通信の技術を利用する方法(法４条２項、３０条６項)」により記載事項を提供すること」

が認められた。ただし、本方法は、あらかじめ利用する電磁的方法の種類と内容を示し、

また、本方法はいつでも、書面または電磁的方法により承諾を撤回できる。 

 

（４）取引条件の表示 

＜事例＞ 

先日、家具卸販売センターで大型の食器戸棚をＡクレジット会社のクレジット契約で購入

したが、その時、店内のどこにもクレジット利用時の条件を記載した掲示物やチラシなど

がなかった。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 割賦販売法３条１項に定める「現金販売価額、割賦販売価額、割賦販売に係る代金の支払

の期間及び回数等の表示」は、割賦販売の相手方に対して、示す、ことによって行うこと

で足り、販売条件を記載した書面を配布する必要もない（同法施行規則)。事例については、

その旨を親切に説明することで足りる。 

 

（５）クーリングオフの申出への対応 

＜事例＞ 

主婦Ａは、通信販売のパクフレットにより、デニムスラックス３色セットを購入したが、

商品に色むらがあり、また粗悪な生地であったので、書面で契約撤回を契約後７日目に発

信したが、撤回書面を９日目に受理したので撤回できないと言われた。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

クーリングオフは消費者が一定の種類の取引について、契約の申込や契約の締結をした場

合、法定期間に限り熟慮する期間を与え、申込の撤回や契約の解除を認める制度である。

また、クーリングオフは発信主義を採用しているので、定められた期間内に発信すれば有

効である。事例の場合は、商品に瑕疵があると思われるので、この場合は、「支払停止の抗

弁書」を提出することも可能である。 
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６．キャッシング業務分野 

 
（１）低い金利で返済例を計算した広告 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社のカードローンでは、借入金額や資金の利用目的などで複数の金利の設

定を行っている。しかし、カードローン会員募集の広告では、貸付期間を10日間として利

息計算した返済例を最も低い金利を用いて作成して広告を出した。このことについて消費

者から、広告の自主基準に定められたルールに反しているのではないかとのの苦情が寄せ

られた。 

 

＜問題点およびその対応＞ 

 貸金業規制法１６条に「著しく有利であると人に誤認をさせる表示もしくは説明」を禁止

している。また、同法１６条２項１号において、「広告、勧誘にあたり特定の商品を、当該

商品の中心的商品と誤解させるような表示」も禁止とている。一方、貸金業協会が定める

広告の自主基準細則に「利息の実例を表示する場合は、貸付期間は３０日間とし、実質年

率を表示する」方法以外を禁止している。 

  実質年率を用いないで融資費用のみを表示することは、公正取引委員会の「消費者信用に

関する不当表示」にも抵触する。この定めに違反した場合は、罰則の対象となり、両罰規

定の対象でもある。景表法４条違反には、公取委から排除命令を受けることになる。 

 

（２）キャッシング利用客への景品提供広告 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社は、キャッシングの利用を促すため商品券プレゼントのキャンペーン広

告を出した。それは、期間中の借入増加額が５万円（年利１８％）以上の顧客の中から抽

選で３００名に５万円の商品券をプレゼントするという内容のものだ。しかし、消費者か

ら景表法に違反する景品提供広告なのではないのかとの苦情が寄せられた。 

  

＜問題点およびその対応＞ 

 景表法３条に基づき公取委は「不当な顧客誘引防止のため、景品類の価額の最高額等もし

くは提供の方法等を制限し、景品類の提供を禁止することができる」と定め、過大な景品

の提供を規制している。公取委は取引に付随する景品３種(総付景品、一般懸賞、共同懸賞)

と、取引に関係のないオープン懸賞について詳細に限度額を定めている。 

 事例は、取引に付随して景品が提供される一般懸賞であり、取引価額(融資に対する利息の

額)の２０倍、最高限度額１０万円と定めている。したがって、消費者の指摘の通り、違法

である。なお、他に景品総額限度として、売り上げ予定額の３％以内との定めも付帯して

設けられている。 

 

（３）「他社からの借入れのある方歓迎」という広告 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社は、他社利用で困っているお客さまの救済に高額貸付が可能な顧客を対

象とする広告を出した。それは、「他社ご利用中の方大歓迎です」というようなもので、

他からの借入れがある者にさらに貸し出すかのような誤解を招くものであった。 
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＜問題点およびその対応＞ 

 貸金業規制法１６条２項２号で「他の貸金業者を対象として勧誘すね旨の表示」を禁止し

ている。また、同法１６条３項で「資金需要者等の返済能力を超える貸付の防止に配慮し、

広告勧誘が過度にわたることがないように努めなければ」と定め、「他店利用件数は問題あ

りません」等の広告も禁止されている。さらに金融庁の「事務ガイドライン」の「貸金業

者がしてはならない広告」を受けて、貸金業協会では自主規制を設け、禁止している。 

 なお、著しく実際と反していたり、実際のものより著しく有利と誤認させたりするもので

あるときは、罰則の対象となり、また両罰規定の対象ともなる。 

 
（４）本人確認記録および取引記録の作成と保存の必要性 

＜事例＞ 

Ａクレジット会社は、Ｙ顧客にクレジットカードを発行した。その際、本人確認を実施し

ているが、その記録保存を怠るというミスしたが、そのままにしておいた。その後、一部

入金処理の取引記録も無いことが判明した。特に業務に支障がないので、そのままにして

いる。 

 
＜問題点およびその対応＞ 

 貸金業の登録を行っているクレジット会社は、本人確認法４条に基づき「金融取引を行う

のに際し、公的資料により本人確認を行い、本人確認記録をその契約が終了して日から７

年間保存しなければならない」。さらに、同法５条に「業務に係る取引は、入出金を問わず、

また金額の多寡に関わらず取引記録を作成し、当該取引の行われた日から７年間保存しな

ければならない」とある。記録の保存は、同法施行規則１１条で「書面であることを要せ

ず、マイクロフイルム、電磁的記録でも良い」と定められている。事例については、法１

３条で、主管行政庁として内閣総理大臣から権限を委任された金融庁長官宛に、事後では

あるがその旨を速やかに報告し、その行政指導を得る必要がある。これらの違反行為には

罰則、両罰規定の対象となる。 

 

 

（了） 
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