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破産者株式会社 クラヴィス 債権者説明会 (概要)
日時】平成24年 8月 29日 (水 )14:00〜 15 :30
【
場所】大阪市中央公会堂 大集会室 46名 出席
【
併琲0【 日時】平成24年 9月 5日 (水 )16:00〜 18 00
場所】日本青年館 大ホール 51名 出席
【

大阪地方裁判所 平成 24年

(フ

式

等

菊 載 納 廂 鞘 窟 数 202万

2659株

株式会社バ ッカーズが全株保有
(8)従 業 員 数 0名 鉢琳撻手続開始決定当時,株式会社ク レディア
からの出向社員及び出向役貝 27名 が在籍)
なし
(9)労 イ
動組 合
(10)負 債 総 額 2427億 4419万 684円 的 35万件)
過払金返還請求権
約 2378億 円 (*)
(内
訳)
その他
約
49億 円
つ
* 破産手続開始決定時は,過払金返還請求権に
46万
き約
件・約 3200億 円と把握 して
"権
ベ
ース
いたが,そ の後,データ
上において,過 払金返還済みのもの苺消瀕時効完成債権が
ヘ
ロ
ス
の
まれている
ミ
荷盾調卿初
イ
阿Ⅲ暗渤 澱 されている等が確認され 約 1
含
,プ

(大 限

割悟 碧

株

)第 3650号

0万 5000件・約 850億 円については過払いでないことが判明 し亀

替 えを実施 した (合計約 11万 5000件 とされる。)。 また,顧 客から切
替 えの同意を得 られなかつた等の営業債権約 7万 2000件 については
プロミスに債権譲渡を行 った。 さらに,管理・貸倒債権約 11万 3000
このよ うに,破 産会社は,収益源
̲責 権回収株式会社に譲渡 し亀
件をノラレイ
である貸付債権の大部分をプロミス等に切替・譲渡 した (第 32期 末・平
成 19年 3月 期の営業貸付金は 「117,962,721,399(円 )」 であるが,第 3
3期末・平成 20年 3月 期は「7,793,765,235(円 )」 (約 1,100億 円,向
となっている。)。
破産会社は,平 成 19年 9月 30日 ,全 支店を閉鎖 して新規貸付を終了
した。同年 12月 1日 には,貸金業の廃業届出を行 うに至 り,ま た,株 式
会社 クオークとの提携関係も解消 していたことから商号を株式会社タンポ
ー トに変更 し亀
このよ うに破産会社は,資 産価値のある貸付債権の大部分を譲渡等 し
しかも,新 規貸付を中止 したため,そ の収益力は乏 しい もの となり,他方
で,過 払金の返還等により,多額の負債を抱 えるようになつたもそのため
平成 21年 3月 期には
破産会社の経営状況は極めて悪化 し,第 34期 末 。
純資産が 「▲22,06■ 277,547(円 )」 とな り,負 債が資産を大きく上回る状
態 となった。
なお,上記 「切換」に関 しては最高裁平成 23年 9月 30日 判決,「 債権
ま最高裁平成 24年 6月 29日 半U決 がある。
に関 してイ
識
(3)求 償金支払等による資金繰 りの悪化
プ ロミスは,平成 21年 4月 ,ネ オラインキャピタル株式会社 (現 商号
クロスシー ド株式飢
以下「ネオライ ンキャピタル」とい う場合がある。)
に対 し,保 有す る破産会社の全株式を譲渡 した (譲 渡対価 1円 )。 親会社の
変更に伴い,破 産会社の商号は,株 式会社クラヴィスに変更 となった。ま
た,ネ オラインキャピタルは,平成 22年 8月 ,株 式会社バ ッカーズに対
し,イ呆有す る破産会社の全株式を譲渡 した。
営業債権の切替・譲渡に際 し,破 産会社がプロミス と締結 した業務提携
契約書には,プ ロミスは切替・譲渡時に破産会社 との関係 で既 に発生 して
いた過払金を併存的に債務引受けす るものとし,当 該過払金を顧客に返還
した場合,そ の全額を破産会社に求償できるとの約定がある。 かかる約定
に基づ き,破 産会社は,平 成 20年 1月 から平成 24年 5月 までの問,プ
ロミスに対 して,多額の求償金を支払つ亀
また,ネ オラインキャピタル は,破 産会社を傘下に迎 えるにあた り,上
記求償金支払債務 について連帯保証 してお り,一 部破産会社に代わ り,保
証債務を履行 した。 これにより,ネ オラインキャピタルは,破 産会社に求
償権を取得 し,破 産会社は,平成 21年 6月 から平成 23年 3月 までの間
保証債務を履行 したネオライ ンキャピタルに対 し,多額の求償金を支払つ
た。
以上のとお り,乏 しい収益力 しか残 されていない状況において,顧 客に
対する過払金の返還のほ力ゝ 求償金の支払も加わつたことが,破 産会社の
資金繰 りを圧迫することとなった。
(41本 破産に至る経緯
破産会社は, リス トラ策やその他営業費用の削減などにより体質改善を
図 り,事 業継続を模索 したとされるが,結局,平 成 24年 7月 5日 ,大 阪
地方裁判所に対 し,破産手続開始の申立てをした。そして,同 日午後 5時
破産会社に対 し破産手続開始の決定がなされ (大 阪地方裁判所 平成 24
,

,
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H22.3期 G5期 )

H23.3期 G6期 *)

H24.3期 G7期 )

総資産

1,883,279千 円

604,182千 円

413,354千 円

純資産

‑23,075,018千 円

‑6,838,662千 円

―吼 459,900千 円

期

1,005,966千 円

1,188,360千 円

812,375千 円

期

‑1,286,777千 円

379,311千 円

‑7,454,324千 円

経常利益

‑1,137,169千 円

352,602千 円

‑7,619,229千 円

当期糸
研 ll益

‑1,010,741千 円

16,236,356千 円

‑7,621,238千 円

,

,

* 36期 は,当 期純利益がプラスとなっているが,こ れは,利 ′
留返還 損失引章金受入益 とし
て約 158億 円を計上 したこと,利 ′
蝉
号1当 金の見積計上を大幅に縮小 したこと
,

関係会社の借入等で補填 したことが主な原因であ り,キ ャンシユフロ を ベース とすれば
マイナスである。

印鯨彗科続について】
破産手続とは,倒 産状態に伴 う混乱を避け,破 産者 の財産を公平に債権
者に配分すること等を目的とする手続であり,裁 判所の監督のもと厳格 に
行われます9
破産管財人は,破 産手続を主宰するもの として裁判所 より選任 された者
であり,破 産者 とは利害関係 のない第二者です (破産者の代理人ではあ り
ませ疵 )。 破産者の財産を調査 し,管理・換価 した うえ,配 当可能財産が
あれイ
i法 律に定めるところに従い,公平イこ配当等を行 うことを使命 とし
い
て ます。

説 明 会 資 籾

1

破産会社の概要
号
株式会社クラヴィス
(1) 商
日商 号 等 )
リッチ株式会化 株式会社が らつ と,株 式会社クオー
クローン,株 式会社タンポー ト,株 式会社シンコウ
東和商事株式会社 (商 号変更の経緯等は 「2」 参照)
大阪市都島区東野田町二丁 目8番 8号
(2)枷
(3)代 表取締役 蔵内 英人
平
肖蓼孝者望銭鰈
(41 主 力 業 務
54催
i3438万 8000円
(5)資 本 企
(6)設 立年月 日 日召不日50年 7月 18日
(十

,

2

破産に至る経緯
(1)設 立後,ク オークローンヘの商号変更まで
府
こリッラ
18日 イ
破産会社は, 日
召不日50年 (1975左
材覇式会部上と
=)7月
して設立され 主として消費者金融業 を営んできたものである。
平成 12年 5月 には,プ ロミス株式会社 (現商号 SMBCコ ンシュー
マーファイナンス株式会社Ь以下 「プロミス」 とい う場合がある。)と の間
で株式交換を行い,同 社の完全子会社 となった。平成 14年 4月 には,同
じくプロ ミス株式会社の完全子会社であった株式会社シンコウ及び束和商
事株式会社を吸収合併 し,こ れに伴い商号を株式会社 ポらっとに変更 した。
平成 17年 6月 には,株式会社クオーク等 と業務提携を行い,商 号を株式
会社 クオークローンに変更 し危
申立書類等によれイ
i最 盛期は平成 14年 4月 ころで,営 業店舗は約 1
10店舗あり,正社員約 800名 を雇用 していたとされている。
(2)過 払金返還請求の増加,収 益源の大幅な減少
貸企業法第 43条 のみなし弁済要件に関する最高裁判決 (最高裁平成 1
8年 1月 13日 判決等)を 契機 として,過 払金返還請求及びこれに伴 う利
息返遇損失引当金が増加 し,破産会社の期
び経営成績は悪化 し亀
第 32期 末・平成 19年 3月 期には,赤字 に転 じ,当 期利益 として 「▲
27,470,722,427(円 )」 を計上 した。
その後,破 産会社は,事 業縮小政策を打ち出 し,平成 19年 6月 から同
年 10月 までにかけて,営 業債権の一部をプロミスに移行す る,契 約 の切
1

,

,

年

(フ

)第 3650〕 ,弁 護土 小松陽一郎が破産管財人に選任 された。

3

破産管財事務の経過等
(1)基本方針
本破産事件は,株 式会社武富士,株式会社 SFコ ーポ レーション,株 式
会社クレディア等に次 ぐ,関 西では最大規模の大型消費者金融の倒産案件
であり,極 めて多数の一般消費者 が過払金債権者 となっているとい う特殊
!陛
がある。
これ ら過払金債権者には,混 乱を避け,誤 入金も防止するべ く,本破産
事件を周知 し,わ か りやす く手続を説明する必要がある。併せて,消 費者
金融特有の問題である取引履歴の開示請求にも応える必要がある。但 し
破産財団は,極 めて限られた状況にあるため,情 報提供システムを維持 し
つつ も,各種 コス トの削減にも注力する必要がある。
また,現在,配 当を行 う見込みが立っていない状況 にあるが,関 連会社
も複数あるため,問 題ある資産移動や会計処理がないか調査検討す る必要
がある。
(2)現 況調査の実施
破産手続開始決定直後の平成 24年 7月 5日 午後 5時 ころより,破 産会社の
本社の現況調査を実施し,現 金 。手形その他高価品の存否の確認,引 上帆 保
管等の財産管理を行つ亀 また,破 産会社の経咀 顧客資料等の管理システム
についても確認を行つた。
,

(3)本 破産手続の周知
本件では,全国の過払金債権者への周知が急務であったことから,本破産手
要を記載 した資料を提供し
続開始決定後直ちに,記 者クラブヘ本破産事件のれ【
を実施し
亀
記者会見
その結果 ラン大 、テ レビ,新 聞等のマスコミに取り上げられ 特に開始決
レ
セ ンターや債権者説明会の紹介
定日翌日の新聞報道では,破産管財人室コ‐′
があったD全 国紙の一面に記事を掲載するものもあつ亀
(41破産管財人室 コールセンター及びホームページの運営
本件では,過 払金債権者からの問い合わせが多数寄せ られることが予測
されたため,破 産手続開始決定の翌 日より,電話 20回 線,担 当者 25名
体制にて,管財人室 コールセ ンターを設置 し,各 種問い合わせに対応 して
きた。また,ホ ームページを開設 し (平 成 24年 8月 27日 臨点でのアク
セス件数 6万 8187件 ,同 9月 5日 臨 点では 7万 1,400件 ),各 種
情報を発信するとともに,Eメ ール等による問い合わせも受け付けている。
破産管財人室 コールセンターには,平成 24年 8月 27日 までに計 88
34件 ,ピ ー ク時には一 日918件 の問い合わせがあつた。 また,破 産管
財人事務所にも直接電話があ り,計 2619件 , ピーク時には一 日375
件の問い合わせがあり,こ れ ら合計で約 1万 1, 000件 になる。 Eメ ー
ルによる問い合わせは,計 121件 である。問い合わせの多 くは,破 産手
続開始決定通知の趣旨を問 うもの,本破産手続における今後 の通知等の送
付を拒否するもの,残 債務額・過払金債権額を確認するもの,返 済方法の
確認等であつた。
なお,コ ールセ ンターの維持 には相応 の コス トが必要であることから
管財人室 コールセ ンターは,平 成 24年 8月 1日 からは 13名 体制,同 年
9月 からは 6名 体制 としている。
(5)過 払金債権者への配慮
,

,

自命]限法所定の制限利率による引き直 し計算は,最 高裁削例や債務整
利′
理実務に適合するもので,な るべ く消費者に有利 となるよ うな計算方法を
採用する方針 とした (具 体的には,取 引に空白期間があつても一連一体計
算 とする,当 初取引が不明な場合は冒頭 0で 計算を行 う,中 途で支払遅延
があっても約定の遅延損害金を付加 しない等。
)。
つい
の
ては,破産法の規定に従い,裁 判所から
破産手続開始等 通知書に
原則 として全ての過払金債権者に送付 されることとなつていたが,自 宅等
に上記通知書が郵送 されることを望まない者 も存在すると考 えられたこと
から,破産手続開始決定 日から同月 20日 まで,破 産手続開始等 の通知書
の発送中止の申 し出期間を設けた (な お,破 産手続開始等の通知書を除く
今後 の各種書類 の送付拒否ない し送付先の変更は,現 在も受け付けてい
る。)。
過払金債権者の中には,過払金が発生 していることを認識 しないまま返
済を継続 している人も存在 したので,こ のような債権者が誤 つて入金を し
口座イ
ま解約 とし亀
ないよ う破産会社の返済期
(6)取 引履歴の取扱い
取引履歴については,所 定の申請書,本 人確認資料ぅ返信用切手 440
円の提出を条件 として,開 示を行 っている信称田は,HPの Q&A― Q9)。
これは,現 時点では債権調査が予定されていないこと,破 産財団が不十分
であることからそ うしているが,金 融庁 の 「貸企業者向けの総合的な監督
指針」にも沿 うものである。
なお,破 産会社の貸付金債権の一部が他社に切替・譲渡 されていること
に鑑み,取 引履歴 については,本 破産報
結後 も何 らかの方法で保存 さ
からの
れるようにする方針であり,本 人
開示請求にも迅速に開示できる体
制の整備に努める所存である。
(7)財 団の現状
破産手続開始決定時には約 1億 100万 円の現預金を引き継いだが,約
35万 人への通知費用,税金の支払い等で 9月 5日 現在は約 8, 100万
円である。
なお,貸 付金は,破 産会社のデータ上は約 85万 件が存在す るが,そ の
大多数は,長 期間支払いがないことから簿外に償却 された債権である (既
に消滅時効が完成 していたり,債 務者が所在不明なものを多数含む)。 また
一立Ь
については,平 成 22年 8月 27日 ,ネ オラインキャピタルに対 し
債権譲渡担保が設定されている。なお,貸 付金は,平 成 24年 8月 20日
臨点で,約 1100万 円を回収済みである。
電話加入権は,現 臨 点で約 1300件 を確認できてお り,継 続 して使用
「手続を進 めているところである。
するものを除き,売 去
旧店舗の賃貨陛鶏的に係る保証金 (未収金)は ,分 割 で返還を受けてい
る状況である。
有価証券 (ゴ ルフ会員権 。リゾー ト会員権と簿価計 3円 )は ,償 還期間
が到来 していない,譲 渡禁止特約 がある等の問題があるため,換価方法に
ついて検討中である。
(8)否 認対象行為の調査
破産会社は,平 成 20年 1月 から平成 24年 5月 までの間,プ ロミスに
対 し,継続 して求償金の支払いを行 った (上記 2(3))。 当該行為は,そ の
全部又は一部が否認対象行為 となる可能陛があるため,現 在, SMBCコ
ンシューマーファイナ ンス株式会社 (プ ロミス)と の間で,返還につ き交

渉 を行 っているところである。
破産会社は,平成 22年 8月 27日 ,ネ オライ ンキャピタルに対 し,債
権譲渡担保権 を設定 した (上 記 3(7))。 また,破 産会社は,平 成 21年 6
月から平成 23年 3月 に力斗すて,ネ オライ ンキャピタルに対 し,求 償金 (上
記 2(3))又 は借入金の返還 として多額の支払を していた。当該譲渡担保権
設定行為及び弁済行為については,平成 24年 8月 28日 ,ク ロスシー ド
株式会社 (ネ オラインキャピタルlに 対 し,否 認権を行使 し,約 3億 円の
返還 (明 示的一部請求)及 び債権譲渡登記につき否認の登記手続を求める
訴訟を大阪地方裁判所に提起 した (大 阪地方裁判所 平成 24年 (ワ )第
9262→ 引 。訴訟の進行については債権者からの要望もあるので適宜 この
HPで 報告する予定である。
その他にも,公 認会計士を補助者 として,各種資料を精査 し,破 産会社
の財産の処分 あるいは会計処理等に問題がない力Wこ ついて,鋭 意,調 査を
進めているところである。法的に問題がある処理等が判明 した場合には
然るべ く,対 応・措置を講 じてい く所存である。
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今後の手続について
本破産事件では,現 喘点で,一 般破産債権者への配当を行 う具体的な見
込みが立っていないため,破 産債権 の届出期間 と破産債権の調査をするた
めの期間は定められていなヤ屯
今後,配 当を実施する具体的な見込みが立った場合には,改 めてホーム
ページ等で周知を行 う所存である。
以上

お問い合わせ先】
【
破産者株式会社クラヴィス破産管財人室 コールセ ンター
蘇 辟
06馬 3563386
FAX番 号 06{3563423
月 〜金 (祝 日を除 く)10:00〜 17:00
受付時間
iD/
HPア ドレス http.1肺.daVlS‐ kanぬ 。
‐
メール ア ドレス 山 matお煎ЙL■ 色 kanz五 。
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