
書式【B-4】

債権（現在額）の合計額　：　　　　　　　　　　  　　　  　　　　　円（申出後の利息・損害金を除いた額）

   　債務免除等を求める債権者（対象債権者）の「債権者番号」を〇で囲んでください。

資金使途
債権の金額
（現在額）

□資金使途（下部より番号を選択）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　円　

□資金使途（下部より番号を選択）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　円　

□資金使途（下部より番号を選択）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　円　

□資金使途（下部より番号を選択）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　円　

□資金使途（下部より番号を選択）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

(注）使途には、次の中から該当するものを選び、その番号を記載（９は具体的に記入）してください。
１　住宅ローン　　２　物品の購入　　３　生活費　　４　運転資金　　５　設備投資　　６　債務の弁済　　７　他人の保証　　８　遊興費　　９　その他（具体的に記入）　　　
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〒　　　　　-
住所：
TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

□　　　　　年　　 　月　 　　日～
□　　　　　年　　 　月　　 　日迄
□　　　　　　　　　　　％

□　　　　　年　　 　月　 　　日～
□　　　　　年　　 　月　　 　日迄
□　　　　　　　　　　　％

債
権
者
番
号

契約年月日
返済期限
利率

〒　　　　　-
住所：
TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

□　　　　　年　　 　月　 　　日～
□　　　　　年　　 　月　　 　日迄
□　　　　　　　　　　　％
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〒　　　　　-
住所：
TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

□　　　　　年　　 　月　 　　日～
□　　　　　年　　 　月　　 　日迄
□　　　　　　　　　　　％

債 権 者 一 覧 表

（申出人の氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　       　　　　　　）

備考

□担保権付
　  □土地　  （地番： 　　 　　　　 ・評価額：　 　　 　　　　円）
　  □建物　  （家屋番号：　　　 　　・評価額：　　　    　　　円）
　  □その他　（　  　　　 　　　　　・評価額：　   　    　　 円）
□担保提供者名（続柄）　　 ：　　　　  　　　　　　  （      　　）
□連帯債務者名（続柄）　　 ：　　　　  　　　　　　  （      　　）
□保証人（会社）名 （続柄）：　　                    （　　　　　）
　　　住所 ：
□保証会社に対して保証人がいる場合
　  連帯保証人名（続柄）　 ：　　  　　　　　　　　  （      　　）

1

〒　　　　　-
住所：
TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

債権者住所等債権者名

（申出人の住所：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　       　　　　　　）

□担保権付
　  □土地　  （地番： 　　 　　　　 ・評価額：　 　　 　　　　円）
　  □建物　  （家屋番号：　　　 　　・評価額：　　　    　　　円）
　  □その他　（　  　　　 　　　　　・評価額：　   　    　　 円）
□担保提供者名（続柄）　　 ：　　　　  　　　　　　  （      　　）
□連帯債務者名（続柄）　　 ：　　　　  　　　　　　  （      　　）
□保証人（会社）名 （続柄）：　　                    （　　　　　）
　　　住所 ：
□保証会社に対して保証人がいる場合
　  連帯保証人名（続柄）　 ：　　  　　　　　　　　  （      　　）

□担保権付
　  □土地　  （地番： 　　 　　　　 ・評価額：　 　　 　　　　円）
　  □建物　  （家屋番号：　　　 　　・評価額：　　　    　　　円）
　  □その他　（　  　　　 　　　　　・評価額：　   　    　　 円）
□担保提供者名（続柄）　　 ：　　　　  　　　　　　  （      　　）
□連帯債務者名（続柄）　　 ：　　　　  　　　　　　  （      　　）
□保証人（会社）名 （続柄）：　　                    （　　　　　）
　　　住所 ：
□保証会社に対して保証人がいる場合
　  連帯保証人名（続柄）　 ：　　  　　　　　　　　  （      　　）

□担保権付
　  □土地　  （地番： 　　 　　　　 ・評価額：　 　　 　　　　円）
　  □建物　  （家屋番号：　　　 　　・評価額：　　　    　　　円）
　  □その他　（　  　　　 　　　　　・評価額：　   　    　　 円）
□担保提供者名（続柄）　　 ：　　　　  　　　　　　  （      　　）
□連帯債務者名（続柄）　　 ：　　　　  　　　　　　  （      　　）
□保証人（会社）名 （続柄）：　　                    （　　　　　）
　　　住所 ：
□保証会社に対して保証人がいる場合
　  連帯保証人名（続柄）　 ：　　  　　　　　　　　  （      　　）
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□担保権付
　  □土地　  （地番： 　　 　　　　 ・評価額：　 　　 　　　　円）
　  □建物　  （家屋番号：　　　 　　・評価額：　　　    　　　円）
　  □その他　（　  　　　 　　　　　・評価額：　   　    　　 円）
□担保提供者名（続柄）　　 ：　　　　  　　　　　　  （      　　）
□連帯債務者名（続柄）　　 ：　　　　  　　　　　　  （      　　）
□保証人（会社）名 （続柄）：　　                    （　　　　　）
　　　住所 ：
□保証会社に対して保証人がいる場合
　  連帯保証人名（続柄）　 ：　　  　　　　　　　　  （      　　）

〒　　　　　-
住所：
TEL：　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

□　　　　　年　　 　月　 　　日～
□　　　　　年　　 　月　　 　日迄
□　　　　　　　　　　　％
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