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I 貸金業の運営における重要な視点 



不祥事件届出

貸金業法 24 条の6 の2 第4 号、貸金業法施行規則26 条の25 第 1 項4 号 

届出対象 役員又は使用人に 
① 貸金業の業務に関し法令に違反する行為があったこと
② 貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為があつたこと

②の例 
貸金業の業務に関し、資金需要者等の利益を損なうおそれのある詐欺、横領、

背任等
貸金業の業務に関し、資金需要者等から告訴、告発され又は検挙された行為
その他貸金業の業務の適正な運営に支障を来す行為又はそのおそれのある

行為であって、上記に掲げる行為に準ずるもの（いわゆるバスケット条項） 

届出期限 知った日から 2 週間以内 

罰則等 当該役職員に対し 50 万円以下の罰金 

検査･監督 不祥事件について適切かつ速やかに届出を行う態勢が整備されていない場合に
は、検査において法令等遵守態勢に問題があると指摘されることや、その問題点
が重大であるときは業務改善命令を受けることもある 



禁止行為に該当するおそれの大きい行為

1. 契約の締結又は変更に際して、次に掲げる行為を行うこと。
① 白紙委任状及びこれに類する書面を徴求すること。
② 印鑑、預貯金通帳・証書、キャッシュカード、運転免許証、健康保険証、年金受給証等の債務者の

社会生活上必要な証明書等を徴求すること。
③ 貸付け金額に比し、合理的理由がないのに、過大な担保又は保証人を徴求すること。
④ 資金需要者等に対し、借入申込書等に年収、資金使途、家計状況等の重要な事項について虚偽の内

容を記入するなど虚偽申告を勧めること。
2. 資金需要者等が身体的・精神的な障害等により契約の内容が理解困難なことを認識しながら、契約を締結

すること。
3. 資金需要者等が障害者である場合であって、その家族や介助者等のコミュニケーションを支援する者が存

在する場合に、当該支援者を通じて資金需要者等に契約内容を理解してもらう等の努力をすることなく、
単に障害があることを理由として契約締結を拒否すること。

4. 資金逼迫状況にある資金需要者等の弱みにつけ込み、次に掲げる行為を行うこと。
① 資金需要者等に一方的に不利となる契約の締結を強要すること。
② 今後の貸付けに関して不利な取扱いをする旨を示唆すること等により、株式、出資又は社債の引受

けを強要すること。
③ 貸付けの契約の締結と併せて自己又は関連会社等の商品又はサービスの購入を強制すること。

5. 確定判決において消費者契約法８条から 10 条までの規定に該当し無効であると評価され、当該判決確定の
事実が消費者庁、独立行政法人国民生活センター又は同法に規定する適格消費者団体によって公表されて
いる条項と、内容が同一である条項を含む貸付けに係る契約（消費者契約に限る。）を締結すること。



営業所の整備

○「営業所又は事務所（営業所等）」とは
・ 貸金業者又はその代理人が一定の場所で貸付けに関する業務（略）の全部又は一部を継続して営む施設

又は設備（略）をいう。ただし、現金自動設備にあつては、営業所等（略）の同一敷地内（略）に設置さ
れたものを除く。(貸金業法施行規則 1 条の 5 第3 項)

． 営業所等に個人情報の保管のための適切な設備、資金需要者等からの苦情対応及び帳簿の閲覧のための
場所等が確保されるなど、当該貸金業者の規模･特性等に応じて、貸金業の適正な業務運営を行うための
必要かつ十分な設備が整っているか。（監督指針III-3-1(2)⑥ハ） 
↑ 貸金業を的確に遂行するための必要な仕組みの一部 

＜同一フロアーに他業種の法人が同居する場合＞ 

・ 留意事項は？
・ 最低限必要な備品は何か。
・ 営業所の遮蔽はどの程度必要か。
・ 他業種の法人との仕切りはどの程度の高さが必要か。
・ 指定信用情報機関の端末の設置箇所について、留意することはあるか。
・ 執務室入口から執務室までの動線についての配慮は必要か否か。
・ 執務室と打合せコーナーが離れている場合、配慮することはあるか。



業務の適切性確保の視点 

○貸金業法上の義務として、「態勢」整備の責任を負っていることを理解する必要
○自社の態勢が適切であることの説明責任も自身が負っている

○態勢整備の手法＝PDCA

P D 

A C 



II 近時の法務･ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ関連の課題 



１．AML/CFT 



金融庁ガイドラインの概要

（出典：「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策の現状と課題」（2018年8月金融庁））



 貸金業者等が取り扱う金銭貸付け

 悪用事例
• 強盗や詐欺で得た収益を貸金業者への債務の返済に充当していた事例

（参考）疑わしい取引の届出（H27～H29) 計17,202件
» 暴力団員、暴力団関係者等に係る取引（7,212件、41.9％）
» 架空名義口座又は借名口座であるとの疑いが生じた口座を使用した入出金（6,053件、

35.2％）

 危険度：あり
• 貸金業者等による貸付けは、犯罪による収益の追跡を困難にすることができる
こと等から、マネー・ローンダリング等に悪用される危険性がある

• 取引時の状況や顧客の属性等との関連で、危険度がより一層高まる取引
» 架空名義又は借名で締結したとの疑いが生じた貸付け契約

危険度の認められる取引＠H30NRA



２．民法等の改正 



タイトル主な改正項目
民法総則に関する改正事項

第1 公序良俗 第2 意思能力 第3 意思表示 第4 代理
第5 無効及び取消し 第6 条件 第7 消滅時効

物権に関する改正事項

第8 根抵当権の被担保債権

債権に関する改正事項

第9 債権の目的
(法定利率除く) 第10 法定利率 第11 履行請求権等 第12 債務不履行に

よる損害賠償

第13 契約の解除 第14 危険負担 第15 受領遅滞 第16 債権者代位権
第17 詐害行為取消権 第18 多数当事者 第19 保証 第20 債権譲渡
第21 有価証券 第22 債務引受 第23 契約上の地位の移転 第24 弁済
第25 相殺 第26 更改 第27 契約に関する基本原則 第28 契約の成立

第29 定型約款 第30 第三者のため
にする契約 第31 売買 第32 贈与

第33 消費貸借 第34 賃貸借 第35 使用貸借 第36 請負
第37 委任 第38 雇用 第39 寄託 第40 組合



民法改正（成年年齢関係）の概要
1. 成年年齢の引下げ

 年齢十八歳をもって、成年とする（改正民法4条）
 成年年齢の意味：

(1) 一人で有効な契約をすることができる年齢
(2) 親権者の親権に服することがなくなる年齢

2. 婚姻適齢
 婚姻は、十八歳にならなければできないものとする（改正民法731条関係）
 それに伴い、未成年者の婚姻への父母の同意、成年擬制を廃止

3. 養親となる者の年齢
 20歳に達した者は、養子をすることができるものとする（改正民法792条）

4. 施行期日等
 原則として、2022年4月1日から施行



消費者契約法の改正

1. 取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
① 社会生活上の経験不足の不当な利用

a. 不安をあおる告知（第４条第３項第３号）
b. 好意の感情の不当な利用（第４条第３項第４号）

② 判断力の低下の不当な利用（第４条第３項第５号）
③ 霊感等による知見を用いた告知（第４条第３項第６号）
④ 契約締結前に債務の内容を実施等（第４条第３項第７号・８号）
⑤ 不利益事実の不告知の要件緩和

2. 無効となる不当な契約条項の追加等
① 事業者が自分の責任を自ら決める条項（第８条・８条の２）
② 消費者の後見等を理由とする解除条項（第８条の３）

3. 事業者の努力義務の明示
① 条項の作成：解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なもの

になるよう配慮
② 情報の提供：個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、必要な情報を提供

消費者契約法の一部を改正する法律（平成30年法律第54号）
→ 2019年6月15日から施行



以上、ご静聴ありがとうございました。 
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