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□自社でもできる債権回収 - どこまで自社で？どこから弁護士？

□あなたの会社にも個人情報保護法が適用されます！　□所員の日常

Pickup Law News 自社でもできる債権回収－どこまで自社で？どこから弁護士？

　企業法務関係で債権回収についてのご相談は非
常に多いです。

　例えば「取引先の A 社が、さまざま理由をつけ
て代金 200 万円を払わない。早く回収したい」と
いう相談があった際、弁護士として検討すること
は、まずそもそも権利行使できるのか？（請求原
因があるのか、相手方からの抗弁等の事実）です。

　そして、権利行使ができると判断された場合の
次に、回収ができるのか？という問題が発生しま
す。
　今回の記事では、権利行使（請求に理由がある）

ができることを前提として、債権回収の手続とし
てはどのようなものがあるか？どこまでが自社で
できるのか（どこからが弁護士に依頼しないとで
きないのか）？についてまとめています。

Spring 2017｜Takumi Law Of�ice

はじめに－債権回収における弁護士の思考－

債権回収の手続－自社でどこまでできる？－

　債権回収の手続としては、下記の図の流れが一
般的です。

※あくまで一般的な流れで、事案によって、順番
こが前後する場合もあります。

※紙面の関係上、保全手続、強制執行手続につい
こては別の機会に説明いたします。
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◆支払督促
　支払督促とは、金銭債権等の請求について、申
立てにより理由があると認められる場合、裁判所
が相手方に支払督促を発するもので、相手方が２
週間以内に異議の申立てをしなければ、仮執行宣
言が出され、これをもとに強制執行することがで
きます。
　ちなみに、異議申し立てがなされると、通常の
訴訟手続きに移行してしまいかえって時間がかか
る場合があります。
　つまり、相手が争わないと予想される場合で早
期に強制執行をしたい場合に有効です。

◇民事調停
　民事調停とは、訴訟と異なり裁判官の他に一般
市民から選ばれた調停委員が加わり協議による合
意を目的とすることを前提とした手続です。
　取引先との関係を悪化させたくない場合や、非
公開手続でやりたい場合など有効です。

◆少額訴訟
　60 万円以下の金銭債権の請求については、少額
訴訟手続が利用できます。
　事案が複雑でない事件等が前提とされており、
１回の審理で判決が出るというスピードがメリッ
トです。

◇通常訴訟

　上記以外の場合の裁判手続です。
　訴訟提起は請求額が 140 万円以下は簡易裁判所、
140 万円を超える場合には地方裁判所で行います。
　複数回の審理を経て裁判となり、少なくとも 3、
4 回程度は審理を重ねること、審理間は 1 ～ 2 ヵ
月期間が空くことからすれば時間のかかる手続き
で、スピードが重視される債権回収にはそぐわな
い場面も多いです。

○弁護士に依頼！？
　裁判手続は弁護士に依頼せずとも、自社でする
こともできます。
　特に支払督促や民事調停等は自社でも対応でき
る場合もあると思います（手続きを自社でするた
めの講習等もご相談ください）。
　ただ、通常訴訟等は事案が単純なものを除き弁
護士に依頼すべきでしょう。

（１）請求
　当然ですが、まずは「請求」です。

　通常、請求書を送付します。

　葉書、ＦＡＸや普通郵便での請求書送付から→
（弁護士名義での）内容証明郵便（「○○日以内に
対応しなければ法的手続きをとります」といった
文言を入れることもあります）と段階を踏むこと
が一般的です。

○弁護士に依頼！？

内容証明郵便も含め請求書発送は自社でも発送で

きますが、弁護士に依頼の上、名義を弁護士にす
ると相手方に本気度が伝わります。

（２）交渉
　請求後、相手と連絡が取れる場合には、電話も
しくは書面にて交渉することになります。

　権利行使の可否についてもそうですが、支払能
力を見極めながら交渉することになります。

○弁護士に依頼！？

債権回収のための交渉は当然自社でもできます。

ただ、他人のために相手方と交渉をすることは弁
護士法違反となります。
当事者の代理をする業種については要注意です。
また、通常は考えにくいですが、請求権を持って
いても脅迫、恐喝罪として犯罪となる場合がある
ことも知っておくべきでしょう。

（３）裁判手続
　連絡が取れない場合、交渉においても双方の主
張が乖離している場合においては、裁判手続に移
行します。
　裁判手続としては、図でも記載したとおり、支
払督促手続、調停手続、通常訴訟手続があります。
　重要なのは基本的に、資産について差し押さえ
をする等強制執行をするには、裁判手続を経なけ
ればならないという点です。
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ましたし、現在は特段拒否される銀行はほぼあり
ません。

・生命保険
　相手方が、解約返戻金のある生命保険を契約し
ている場合、生命保険契約を解除し解約返戻金を
差し押さえることができます。
　生命保険契約加入の有無についても、弁護士会
照会手続を利用することによって、生命保険協会
に対し調査することができます。

○弁護士に依頼！？
　住民票の取得、判決後の預金口座、生命保険の
調査については弁護士に依頼しなければできませ
ん（職務上請求、弁護士会照会手続）。
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壹岐晋大
1986 年山口県生まれ。企業法務に取
り組む際には、『経営者と同じ方向を
見る』という姿勢を一貫しており、
企業の『考え方』を共有し、『目標を
達成』することを大切にしています。

弁護士

　請求をして、また交渉をして、裁判になり、実
際に相手が払ってくれれば問題はありません。

　しかし、相手方に支払能力がない場合や、相手
方が支払いを拒絶した場合、そもそも連絡がつか
ない場合等には、強制執行せざるをえず、そのた
めの財産調査が必要になることもあります。

　判決をとっても自動的にお金になるわけではな
く、相手方に資産がなければ、ただの紙になって
しまうおそれがあります。

・相手方からの調査
　自身の資産等をわざわざ教えてくれることは少
ないと思いますが、取引先、取引銀行、勤務先（個
人の場合）などを教えてくれる可能性もあります。

・その他調査

　本人以外の取引先、関係者からの調査や、ホー
ムページ（取引銀行を記載している場合もありま
す）、SNS（Facebook、Twitter 等）の調査が功を
奏する場合もあります。探偵事務所などを用いる
場合もあるでしょう。

・法人登記、不動産登記、住民票取得
　法人登記には、資本金額や代表者の住所等が分
かり、不動産登記は不動産、個人の場合、住民票
を取得することによって、家族関係、居住地等が
判明します。

・預金

　弁護士会照会という弁護士が利用できる手続に
より、裁判で判決を取ること等の一定の条件を前
提に、特定の銀行に対して、相手方の預金口座の
有無を確認することができます（ただ、一行ずつ
約 7,000 円程度の手数料がかかるためある程度、
銀行を特定した上でするのが通常です）。

　銀行の中には、個人情報保護等を理由に、弁護
士会照会手続によっても拒否していた銀行もあり
ましたが、最近３メガのなかで唯一拒否していた
みずほ銀行も今年１月、これに応じることとなり

信用調査－判決はただの紙？－

　以上のように、いくら裁判で判決を獲得しても、
相手方が払ってくれなければ強制執行の手続を取
らざるをえない場合があります。

　また強制執行によっても１円も回収できない場
合もあり、財産の調査は必要です。 

　また、請求が契約に基づく場合には、契約段階
において担保を付ける等事前対策も必要でしょう。 

　なお、今回ご説明した回収方法は、いわば正攻
法なので、回収方法や調査方法としても様々な方
法もありますので、今後また紹介できる機会があ
ればと思います。 

 
・債権を回収したいがどこまででき
・るのか？ 

・債権回収で問題にならないための
・契約書はどう作成すべきか？ 

・債権保全のために有効な契約条項
・とは？ 

・請求文書のフォーマットを作成し
・てほしい。
 等相談等ありましたら、ご相談下さい。

最後に－不良債権化しない予防が重要－ 
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いつからの適用？
今年の 5 月 30 日から、基本的に全ての事業者
に個人情報保護法が適用されます。

　改正前は、保有する個人情報が 5,000 人以下の
事業者には、個人情報保護法が適用されませんで
した（5,000 要件）。
　しかし、この要件が撤廃され、基本的に全ての
事業者が適用対象になりました。

　もっとも、従業員数が 100 人以下の事業者で、
過去 6 ヵ月間の個人情報が 5,000 人分以下等の要
件を満たす場合は、「中規模事業者」とされ、事業
実態に応じた安全管理措置が許されていると考え
られます。

　　　　　　　　　　　( 文責：弁護士 澤戸 博樹 )

所員の日常 - 春といえば -

　2 月中旬頃から、天気予報で花粉の飛散量予報が出るのが最近では当たり前になりましたね。

　人によってはかなり酷い症状が出て手術が必要な人から、鼻水がちょっと出るだけの人もいて、様々な症状に日本中の

人が苦しむシーズンですね。

　たくみ法律事務所の職員の中にも、酷い症状が出て苦しんでいる人が少なからずいます。

　かく言う私も、ここ数年は春と言えば花見ではなく、花粉と戦う季節です。

　症状緩和にはヨーグルトや甜茶などが良いと聞きますが、どれも長続きせず・・お医者さんからは舌下免疫療法を進め

られる始末。( 下免疫療法は数年がかりで毎日継続が必要なものなので、これもまた続けられる自信がありません。)

　生活習慣の見直しによって症状が緩和することも多いそうなので、まずは、

規則正しい生活を送りたいと思います！

　ところで、たくみ法律事務所には、事務員が新しく 3 名入所いたしました。

　次回からそれぞれにこの記事で自己紹介していただく予定ですので、ぜひ

ご一読ください。

　新しく仲間が増えたたくみ法律事務所を今後ともよろしくお願いいたします！

Topics あなたの会社にも個人情報保護法が適用されます！

今回の改正のポイント
新たに適用になる事業者の方はご注意ください

　利用目的を具体的に特定してホームページなど
で公表するか、取得時に本人に通知する、安全管
理措置をとるなどの必要があります。

(1) 個人情報を取り扱う従業員が複数いる場合

(2) 個人データを取り扱う場所

政府が公表している安全管理措置の例
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アクセス

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通 3丁目 6番 15 号 NMF 天神南ビル 10 階
・地下鉄七隈線 天神南駅：徒歩 3分　渡辺通駅：徒歩 2分
・天神バスセンター：徒歩 5分
・西鉄福岡駅 ( 天神 )：徒歩 5分

・著作権・知的財産権等

・不動産問題（賃料未払・明け渡し等）

・債権回収（取引先の未払、取引先の倒産等）

・契約法務 ( 契約書作成、内容確認、契約解除等 )

・労働問題（労働条件、就業規則、賃金支払、未払残業代、解雇、採用、従業員による不正行為等）

・会社法務（設立、定款作成、組織変更、株主総会、役員等）　

・会社倒産（自社の破産・再生等）

このようなことでお困りの場合はお気軽にご連絡ください。
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