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商業債権の回収 
 
私たちは債権回収にかかる費用は、債権の金額といくら回収が可能かに比例すべきであると考えます。訴訟手続を開始する前

に、まず債務者の財政状態を考慮することは基本です。もし債務者が財政困難な状況にある場合、債権回収は難しいでしょ

う。 

 

貴社の債権回収のために訴訟手続を開始する前に、まずは債務者に対して貴社の法的地位を記載した手紙を書くべきです。も

し債務者にキャッシュフローの問題がある場合、短期的な対策として、分割払いプランを提案することもできます。それでも

解決しない場合、次のステップは、債務支払いを要求する内容の訴訟前通告書(pre-action letter) を作成するよう弁護士に依頼

することです。 

 

訴訟前通告レター (Letter Before Action) 
 

訴訟前通告は、指定期間（事業債務者の場合は通常14日）内に債務を支払わない場合、訴訟手続が開始されることを債務者に

通知します。関連する手続規則に違反した場合には、不要な費用の支払いを科せられる事があります。 

 

債務が指定期間内に支払われた場合、貴社の負担は、訴訟前通告を送るための弁護士費用のみとなります。債務が支払われな

い場合、ご希望であれば、裁判所への申立手続開始を弊所にてサポート致します。 

 

裁判手続 

 

弁護士が訴状 (Claim Form) と請求原因 (Particulars of Claim) を作成し、裁判所に提出し

ます。 債権価格が1万ポンドを超える場合、この段階で請求する裁判所費用と弁護士

費用と共に、年利8％で利息も請求できます。 1万ポンドを下回る請求については、通

常は訴訟費用は当事者がそれそれの費用を負担します。 

 

債務者は、裁判所が訴状が送達したとみなした日から14日以内に返答する必要があり

ます。 但し、債務者が答弁書(acknowledgement of service) を提出した場合には、さら

に14日間の返答期間が与えられ、これにより合計で28日間の返答期間が与えられるこ

とになります。 

 

この手続段階で、債務者には以下のオプションがあります： 

 

 債務を認めて全額を支払う － 裁判所により訴状が出された後に支払う場合、債務者は、請求された利子と訴訟費用

も支払う必要があります。（債権価格が1万ポンド以上の場合、債権回収に関して発生した訴訟費用の回収を求めるこ

とができます。債権価格1万ポンド以下の少額訴訟の場合、通常両当事者が各自の法務費用を負担します。） 

 

 債務を認め、分割払支払を提案する － 貴社がこの提案を受け入れるのであれば、弁護士により分割払支払許可申請

を出します。貴社がこの提案を受け入れない場合、通常、債務者の財政状態を確認して支払金額を決定するために、法

廷審問が必要となります。弊所では、最善の方針をアドバイスさせていただきます。ご希望であれば、弊所が貴社の代

理として法定審問に出席することも可能です。 

 

 請求を認めず防御する ― この場合、裁判所外で和解するか、また

は、裁判手続に進むことになります。債務者が請求に対して防御してき

た場合、予測されるタイムラインと費用についてご説明させていただき

ます。 
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判決の執行 

 

債務者に不利な判決が出ると、通常、判決日から14日以内に支払うよう命令されます。債務者が支払命令の金額を支払わ

なかった場合、最も適切な執行オプションをアドバイスさせていただきます。以下は、貴社が取り得る主なオプションに

なります。 

 

判決債務者から情報入手するための命令 

 

これは、財政状態についての質問に答えるために債務者を裁判所に出頭させる裁判所命令です。これにより、債務者の資

産評価が可能となります。また、最良の執行方法を決定するための情報を入手することができます。 

 

執行郡裁判所の差し押さえ執行官の令状を取得 

 

差し押さえ執行官は、判決債務回収のために競売に出す品物を集めるため、債務者の建物に行きます。裁判所手数料は、

負債金額が回収されたか否かに関わりなく支払うことになります。差し押さえ執行官は、この手数料を補うのにも十分な

品物を回収しようとします。 

 

給与差押 (Attachment of earnings) 

 

これは、債務者の給与の一部を裁判所に支払うよう、債務者の雇用主に命令する裁判所命令です。債務が完済されるま

で、定期的に支払います。貴社で詳細を把握しているのであれば、これは通常効果的な執行方法です。難点としては、完

済までに時間がかかり、収入額にもよることが挙げられます。債務者が自営業者である場合、このオプションは適切では

ありません。 

 

負担命令 (Charging order)                      

 

債務者が不動産を所有している場合、その不動産に担保を付けることを考慮されるかもしれません。この場合、既存の抵

当権やその他の負債に対して支払を行った後に、債権を満たすだけの資産価値があるか否かに注意する必要があります。

負担命令を取得した後、貴社の債権を回収するために、債務者の資産売却を強制するための売却命令申請を行うことがで

きます。 

 

第三者債務者差押命令 (Third Party Debt Order) 

 

債務者の銀行詳細が分かっている場合、債権回収のため、銀行口座から直接負債額を回収する命令を請求することができ

ます。 

 

制定法上の要求 (Statutory Demand) 

 

これは、判決で確定した債務に対する要求であり、もし債務が21日以内に支払われない場合、債務者に対し清算または破

産手続を行うことを意味します。清算または破産手続は、法定最低水準を超える債務に対してのみ行う事ができます。

（現在、個人の場合は5,000ポンド、会社の場合は750ポンド）。 

 

清算および破産手続の実行は費用のかかるプロセスです。もし、清算または破産申請に異議がだされた場合、弊所でアド

バイスをさせていただくことが可能です。もし貴社の債権が数千ポンドである場合、または、制定法上の要求を行えば債

務者が支払える立場にあり、また支払うであろう事が見込まれる場合に

は、制定法上の要求に応えることを検討できるでしょう。 

 

未払債権の回収についてのアドバイスをご希望の場合、弊所までご連絡く

ださい。 
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