信用情報記録開示書（ファイルD）の見方について

信用情報記録開示書
（ファイルM）
および照会記録開示書については裏面をご覧ください。

情報項目

ファイルD：借入情報を主とした情報です。

お客様がご契約した会員会社 名とその会員が加盟している信用
情報機関名です
（全国銀行個人信用情報センターは除きます）
。
【JICC】㈱日本信用情報機構 【CIC】㈱シー・アイ・シー

3 同意区分

会員会社が㈱日本信用情報機構への信用情報の登録及び利用
についてお客様から同意をいただいているかどうかの区分です。
【取得済】
お客様からの同意をいただいているご契約です。
【未取得】同 意をいただいておりませんが、貸金業法により登録が
義務付けられているご契約です。

4 法令金額区分

【記載なし】包括契約＊4のお借入以外の場合です。
【出金後残高】包
 括契約のお借入で、会員会社がお客様に示す貸
付の金額が出金後残高の場合です。
【出金額】包括契約のお借入で、会員会社がお客様に示す貸付の
金額が出金額の場合です。

お客様の信用情報をご確認ください
お問い合わせの際にはこちら
の受付番号と開示日をお伝え
ください。

開示書 見本

開示書は表紙と借入のご契約が主なファイルD、クレジットのご契約が主な
ファイルM、照会記録の3種類があります。
（お客様のご契約内容により該当が
ない場合があります）

お客様からよくあるご質問
《審査の基準等について》

現在の残高です
（右記 12 ご参照）

●審査は、お客様がご契約の申込みをされたローン会社等がそれぞれの審査
基準に従って行っております。
●当社は会員会社から登録された情報を管理し参考資料として提供しており
ますが、審査は行っておりませんので、ご契約の可否や審査基準について
は分かりかねます。

2

3

4

5
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7
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5 取引形態

延滞等の付帯情報です
（下記 17 ご参照）

13

14

15

16

17

6 包括／個別

1

《情報の登録と利用について》

●信用情報の登録と利用については、会員会社がローンやクレジットの申込
書などに明記し、お客様から同意を得たうえで利用されています。
●また、貸金業法により信用情報の登録についてご本人の同意が無い場合で
も、残高のある借入情報が登録されている場合があります。

●事実と異なる情報や、お心当たりがない情報がございましたら、お客様より
当該情報を登録している会員会社にお申し出ください。なお、会員会社の連
絡先につきましては、各会員会社のホームページをご覧ください。
●会員会社へのお申し出については、当社を通じてもお受けできますが、結果
をご連絡するまでに2週間以上かかる場合がございます。また、お申し出の
内容によっては、お受けできない場合もございますので、予めご了承くださ
い。なお、お手続きについては、当社ホームページの「調査依頼について」
をご覧ください。

完済日または解約日です
（右記 14 ご参照）

開示書 見本
18

その他のご質問等、詳しくは当社ホームページをご確認ください。
JICCホームページ http://www.jicc.co.jp

〈情報区分〉 1 情報を項目ごとにまとめて分類しています。

内

容

登録期間

総量規制対象貸金債権

貸金業法の総量規制 対象貸付及び例外貸付です。

総量規制対象外貸金債権

貸金業法の総量規制＊1除外貸付等です。

総量規制対象配偶者貸付引受債権

お客様の同意を得て配偶者の方がご契約しているお借入の情報です。
（配偶者貸付＊2）

物販債権

ショッピングやサービスの購入等に関する情報です。

保証履行債権

お客様からご契約先に対するご返済がなされない等の理由により、保証会社がお客様に代わってご契約先に
支払いを行った情報です。

保証契約債権

お客様と金融機関等とのご契約を、会員会社＊3が保証をしている情報です。z

BL連帯保証人引受債権

法人の事業者ローン等に対し、法人の代表者が事業者ローン等の連帯保証人となっている情報です。

非会員譲渡債権

(株)日本信用情報機構の会員会社＊3が会員以外の事業者に債権を譲渡した情報です。
※譲渡時点の取引状態が登録されます。

会員以外の企業に譲渡された日か
ら1年を超えない期間

包括残0債権

包括契約＊4に基づくお借入をされ、
その後、当該お借入額をすべて返済され、
かつ包括契約が継続している情報です。

入金日から5年を超えない期間

完済債権

個別契約 の場合は、残高をすべて返済した情報です。
包括契約＊4の場合は、残高をすべて返済し、
ご契約を解約
（終了）
した情報です。

完済日
（包括契約の場合は契約を
解約した日）
より5年を超えない期間

＊5

＊1：総 量規制とは…貸金業法において年収の3分の1を超える借入れを原則禁止とする規制です。
例外の貸付は、総量規制の貸付残高としては算入しますが、例外的に年収の3分の1を超えている
場合でも借入することができる貸付です。緊急医療費や事業用資金などの貸付があります。除外の
貸付とは、総量規制の対象とならない貸付です。住宅ローンや自動車ローンなどは、総量規制の貸付
残高には含まれません。
＊2：配偶者貸付とは…総量規制の例外として、配偶者の同意があればお客様と配偶者
（2人分）
の年
収の3分の1まで借入れができる貸付です。

●お問い合わせ先

貸付／利用金額：個別契約の場合はお借入の金額、包括契約の
場合は出金時点におけるご利用の合計金額です。
保証額：保証契約＊6の場合は、保証会社が保証契約に基づき保
証している金額です。

9 出金日／利用日

ご出金またはご利用した日付です。
※包括契約の場合のみ登録される項目です。

10 出金額／利用額

ご出金またはご利用した金額です。
※包括契約の場合のみ登録される項目です。

11 入金日

最新のご入金があった日付です。
※債務整理等により債務残高が減少した際にも入金日が更新され
る場合があります。

12 残高

ご入金後またはご出金
（利用）
後の残高金額です。保証契約の場
合は保証会社がご契約先から確認した残高金額です。

13 入金予定日

次回のご入金予定日です。
※利息に満たないご入金があった場合は入金日と入金予定日が同
日になります。

13 残高確認日

保証会社がご契約先から残高を確認した日付です。
※情報区分が「保証契約債権」の場合のみ登録される項目です。

14 完済日

個別契約の場合は残高を全て返済した日、包括契約の場合は残
高をすべて返済し、
ご契約を解約
（終了）
した日です。

15 配偶者引受有無

0570-055-955

オペレータ受付時間／10：00〜16：00月曜日〜金曜日
（祝日・年末年始を除く）
※開示手続き等は、
音声ガイダンスで24時間ご案内しております。

契約継続中

http://www.jicc.co.jp

16 調査中注記

会員会社以外の企業に債権を譲渡した日です。
【配偶者引受有】配偶者の同意を得てお客様がお借入しているも
のです
（配偶者貸付＊2）
。
【配偶者引受無】配偶者貸付ではないものです。

容

登録期間

開示後のお客様からの登録情報の調査依頼等により、
現在調査中であることを表す情報です。

当該登録情報が調査中の期間

延滞、
元金延滞、
利息延滞：お客様のご入金予定日から3ヵ月以上ご入金がされていない情報です。

延滞継続中

延滞解消：ご入金等がなされて延滞ではなくなった情報です。

延滞解消日から1年を超えない期間

債権回収：ご契約先が強制執行や支払督促などの法的手続き等をとった情報です。

＊3：会員会社とは…お客様がご契約
（お申込み）
された、
日本信用情報機構に加盟しているローン会社
やクレジット会社、
金融機関等です。
＊4：包括契約とは…予め設定された限度額の範囲で、一定の返済
（支払）
条件に基づきお借入や商
品・サービスのご購入等ができる契約です。
＊5：個別契約とは…個別のお借入金額や商品・サービスの購入等についての契約です。
＊6：保証契約とは…お客様からご契約先に契約どおりの返済が行われない場合等に保証会社がお客
様に代わってご契約先に支払いを行う契約です。

JICCホームページ

内

【包括契約】予め設定された限度額の範囲で、一定の返済
（支払）
条件に基づきお借入や商品・サービスのご購入等がで
きる契約です。
【個別契約】個 別のお借入や商品・サービスのご購入等について
の契約です。

貸付／利用金額
保証額

＊1

情報項目

お取引の形態
（内容）
を表す情報です。
（融資やキャッシング等のお
借入、
保証、
リース、
ショッピング等があります）

個別契約の場合は貸付をした日付、包括契約の場合は契約をした
日付です。保証契約債権の場合は、金融機関等のご契約先が貸
付をした日、
またはその月末の日付となります。

14 譲渡日

情報区分

1

＊3

7 貸付日／契約日

8

開示の結果、事実と異なる情報が登録されている場合について

スマートフォンで、早く便 利に開
示申込みができます。
詳しくは、当社ホームページでご
確認ください。

発生日から5年を超えない期間
※法 的申立の取り下げがあった場合は、
その時
点までの登録となります。

債務整理：お客様がご契約先に返済金額の減額等を申し入れた情報です。
17 異動参考情報

（遅延等にかかわる情報や
法的手続きにかかわる情報）

容

2 登録会社名

重複加盟会員報告識別区分

開示書の内容は、当社に登録されているご自身のローンやクレジット
などの契約内容と支払状況等に関する情報です。情報の内容が正確
かご確認ください。

内

その他、
破産申立、
特定調停、
民事再生などがあります。
保証履行：お客様からご契約先に対するご返済がなされない等の理由により、
お客様に代わって保証会
社がご契約先に支払いを行った情報です。
保証契約弁済：お客様からご契約先に対するご返済がなされない等の理由により、
ご契約先が保証会
社から一括で支払いを受けた情報です。

発生日から5年を超えない期間

その他、
連帯保証人弁済、
カード強制解約などがあります。
サービス情報

名義注意、
本人否認、
死亡などがあります。

確認日から5年を超えない期間

18〈本人申告コメント情報〉

情報項目
本人申告コメント

内

容

お客様からの紛失・盗難等の申告コメントの内容を登録した
情報です。

※登録されているお客様の住所が激甚災害等の指定地域になった場合、
その旨を示すコメントがJICCにより登録される場合がございます。

登録期間
登録日から5年を超えない期間
（2018年3月版）

信用情報記録開示書（ファイルM）の見方について
★の部分に下表の情報区分等を表示します。
例えば右記開示書見本の「未完 割賦年間支払算出対象」の場合は、
「現在契約中の残高がある情
報で、割賦販売法で年間支払可能見込額の調査が必要なクレジット情報」という意味です。

未完

内

情報項目

ファイルM：クレジット情報を主とした情報です。情報は月次で登録・更新されます。

1 〈債権情報〉 情報を項目ごとにまとめて分類しています。

情報区分

信用情報記録開示書
（ファイルD）
については裏面をご覧ください。

容

開示書 見本

登録期間

お問い合わせの際にはこちら
の受付番号と開示日をお伝え
ください。

現在契約中の残高がある情報です。 契約継続中
下記のいずれかに該当した場合です。
契約日から5年を超えない期間
まだ利
包括契約 をしていて、
保証契約＊3の場合はご契約先
成約
用していないという情報です。
と契約継続中、登録されます。
＊1

包括契約に基づくお借入を行
い、残高がすべて返済され、
な
残0
おかつ包括契約が続いている
という情報です。

成約残0完済

現在の残高合計です
（右記 15 ご参照）

★ 契約の状態

最新入金日から5年を超えない
期間
保証契約の場合はご契約先と
契約継続中、登録されます。

1

1

個別契約＊2の場合は、残高を
すべて返済した情報です。
契約終了日から5年を超えない
完済 包括契約の場合は、残高をす
期間
べて返済し、
ご契約を解約（終
了）
した情報です。

内

21

★

10

9

22
3

2
11

12

13

B

容

完済日または解約日です
（下記 19 ご参照）

23

4

5

14

15

6
16

17

7
18

8
19

A
20

C

割賦年間支払 会員会社＊4が割賦販売法により、
お客様の1年間で支払える見込の金
算出対象
額の調査を必要とするクレジットの情報です。

内

容

1 登録会社名

お客様がご契約した会員会社 名です。

2 取引形態

契約
（取引）
の形態を表す情報です。
クレジット、
ローン
（貸金債権以
外）
、
保証、
リース、
法人連帯保証人の契約等の種類があります。

3 同意区分

会員会社が(株)日本信用情報機構への信用情報の登録及び利
用についてお客様から同意をいただいているかどうかの区分です。
【取得済】
お客様からの同意をいただいているご契約です。
【未取得】同意をいただいておりませんが、割賦販売法において登
録が規定されているご契約です。

4 重複加盟会員報告識別区分

会員会社が加盟している信用情報機関名です
（全国銀行個人信
用情報センターは除きます）
。
【JICC】(株)日本信用情報機構 【CIC】(株)シー・アイ・シー

＊4

5 支払サイクル

契約で定められた支払サイクル
（周期）
のことです
（単位記号：
「Y」
＝年、
「M」
＝月、数字のみ＝日）
。例：1Y＝1年に1回、3M＝3ヵ月に
1回、
50＝50日に1回、
FR＝支払周期は決まっていない場合。

6 年間支払予定額

契約に基づき1年間に支払うこととなる予定の金額です。
「 個別クレジット」等の場合のみ登
※取引形態が「包括クレジット」
録される項目です。

7 年間支払予定額基準日

1年間に支払う予定の金額を計算するための基準となった日付です。

8 重複債権

ファイルDにも同じ契約情報が登録されていることを表す情報です。
※取引形態が「個別クレジット」
「ローン提携
（包括）
」の場合のみ登
録される情報です。

9 契約日

ご契約をされた年月日です。

10 契約額／極度額

ご契約の金額です。包括契約＊1の場合は、
個別契約＊2の場合は、
限度額
（キャッシングとショッピングの合算額）
です。

割賦年間支払 割賦販売法で1年間で支払える見込の金額の調査が不要なクレジット
算出対象外
情報及び金融機関発行のクレジットカードのキャッシング情報です。

11 キャッシング極度額

包括契約のキャッシングの限度額です。

12 保証額

ご契約時の保証金額です。

ローン

13 利用日

最新のご利用日です。

貸金業法の適用がないローン情報です。

保証・
リース・法連 保証契約＊3、
リース契約、法人連帯保証人の契約のいずれかの情報です。

支払い遅延等の付帯情報です
（下記 B C ご参照）

情報項目

照会記録開示書の見方について
開示書 見本

照会記録開示書

（

1

／

1

ﾆﾎﾝ

ﾀﾛｳ

生年月日

S.60/07/01

漢字氏名

日本

太郎

自宅電話番号

03-3333-XXXX

連絡先電話番号

090-2222-XXXX

アルファベット氏名

14-85-14-123456

受付番号
開示日

）

〈本人特定情報〉
カナ氏名

H.26/12/01

内

容

17 キャッシング残高

クレジットカードのキャッシング残高です。

18 入金予定日

次回の入金予定日、
又は次回の銀行振込日、
もしくは次回の口座振替日です。

19 契約終了日

個別契約の場合はご返済が終わった完済日、
包括契約の場合はご契約の解約日
（終了日）
です。
会員会社が登録情報を確認した日です。
21 契約額／極度額の合計額です。
22 割賦残高金額の合計額です。
23 年間支払予定額の合計額です。

照会年月日 1

照会会社名 2

照会機関 3

照会対象 4

照会目的 5

取引形態 6

XX クレジット

自機関

本人

契約照会

包括信用購入あっせん

商品名 7

申込金額 8

退会年月日 9

情報項目
A 調査中注記

〈本人特定情報〉「信用情報開示申込書」に記入されたお客様の情報です。

B 支払遅延の有無情報

〈照会記録情報〉 会員会社＊ 4 がお客様の信用情報を照会したアクセス記録です。
内

15 トータル残高金額

割賦残高とキャッシング残高の合計です。
（キャッシング残高の部分
につきましては、
ファイルDのみに登録されている場合があります）
※クレジットカードの場合、
リボ・分割・マンスリーショッピング、
キャッシ
ングの合計金額です。
※保証契約の場合は、保証会社がご契約先から確認した残高です。

クレジットの残高です。※取引形態が「包括クレジット」
「個別クレジット」
の場合のみ登録される項目です。

20 確認日

H.26/11/25

情報項目

最新入金日：最新のご入金があった日付です。
確認日：保証会社がご契約先から残高を確認した日です。初回入金
日がまだ来ていない場合は日付が00／00／00で表示されます。

16 割賦残高金額

〈照会記録情報〉

1 照会年月日

最新入金日／
確認日

14

＊1：包括契約とは…予め設定された限度額の範囲でお借入や商品・サービスのご購入等ができる契約です。
＊2：個別契約とは…個別のお借入や商品・サービスの購入代金等を決められた回数でご返済する契約です。
＊3：保証契約とは…お客様からご契約先に契約どおりの返済が行われない場合等に保証会社がお客様に
代わってご契約先に支払いを行う契約です。
＊4：会員会社とは…お客様がご契約
（お申込み）
された日本信用情報機構に加盟しているローン会社やクレ
ジッ
ト会社、
金融機関等です。

容

登録期間

会員会社が照会を行った年月日です。

内容
開示した後のお客様からの調査依頼等により、
現在調査中であることを表す情報です。
遅延解消：入金等がなされ遅延ではなくなったものです。

代位弁済：お客様からご契約先に対するご返済がなされない等の理由により、
ご契約先が保証会社または第三者
等から一括で支払を受けたものです。

3 照会機関

照会を行った信用情報機関です。

強制解約：お客様の支払い能力の欠如等により、
ご契約先が強制的に契約あるいは会員資格を取り消したものです。

5 照会目的

【契約照会】新規のお客様の返済能力を調査する目的での照会です
（増額等で契約し直す場合を含みます）
。
【途上・債権管理照会】
ご契約中のお客様の返済能力調査の目的での照会です。

6 取引形態

申込みまたは取引を行ったご契約の形態を表す情報です。

7 商品名

ご契約予定の商品名、
またはご契約した商品名です。

8 申込金額

ご契約予定の金額、
またはご契約した金額です。

9 退会年月日

照会を行った会員会社が日本信用情報機構を退会した場合の退会年月日です。

※会員会社は照会目的区分が「契約照会」のもののみ、
6ヵ月間参照することができます。※開示当日の照会記録については開示書に記載されません。

照会年月日から6ヵ月を超えない期間

遅延解消日から1年を超えない期間

保証履行：お客様からご契約先に対するご返済がなされない等の理由により、保証会社がお客様にかわってご契約
先に支払いを行ったものです。

照会を行った会社名
（申込先）
です。
【本人】会員会社がお客様の情報を照会したものです。
【保証人】会員会社が保証人予定者または保証人になった方の情報を照会したものです。
【配偶者】会員会社が配偶者としてお客様の情報を照会したものです
（配偶者の同意を得ていることが前提）
。

登録情報が調査中の期間

元本・手数料遅延、元本遅延、手数料遅延：お客様がお約束した返済日から61日以上、
または3ヵ月以上、お支払いが遅れているものです。 遅延継続中

2 照会会社名

4 照会対象

登録期間

発生日から5年を超えない期間

返済条件変更、
返済総額変更：契約の返済条件・総額等が変更されたものです。
注意情報（遅延等にかか 延滞後貸倒：お
 客様に支払いの督促をしたにもかかわらず入金されない状態が続き、回収の見込みが立たない為ご
C わる情報や法的手続きに
契約先が貸倒として処理したものです。
かかわる情報）
債権譲渡：ご契約先が債権を第三者に譲渡したものです。 ※譲渡時点の取引状態が登録されます。
発生日から1年を超えない期間
債権回収：ご契約先が強制執行や支払督促などの法的手続き等をとったものです。

発生日から5年を超えない期間

その他、
破産申立、
特定調停、
民事再生などがあります。

※法的申立の取り下げがあった場合はその時点まで。

支払抗弁中：お客樣が支払抗弁中の情報です。

抗弁事由の継続中、
または既払金の返還
請求中の期間

その他、
名義注意、
本人否認、
死亡などがあります。

発生日から5年を超えない期間
（2018年3月版）

