
 
 

平成 24年 5月 9日 

各 位 

 

 

 
(東京証券取引所第二部：8571) 

 

民事再生手続開始の申立てに関するお知らせ 

 

 当社は、平成 24年 5月 9日の臨時取締役会において、民事再生手続開始の申立てを行うことを決議し、

東京地方裁判所にその申立てを行い、同日受理されました。併せて、同日、同裁判所より弁済禁止等の

保全処分、包括的禁止命令及び監督命令が発令され、内田実弁護士が監督委員に選任されましたので、

お知らせいたします。 

 このような事態となり、お客様、債権者の皆様、株主様その他当社関係者の皆様に多大なるご迷惑を

おかけいたしますことを、心よりお詫び申し上げます。今後は、裁判所及び監督委員の監督の下、役職

員一同、当社事業の再生に向け全力を尽くして参る所存ですので、何卒ご理解とご支援を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 

1. 申立ての経緯及び理由 

 

(1) 当社事業をとりまく事業環境の悪化 

 

 当社は、昭和 35年の設立以来、社会情勢の変化に即した金融サービスの提供を目指し、ビ

ジネスモデルの変革に柔軟に取り組んでまいりました。平成 16年には消費者ローン債権を売

却し、中堅中小企業に特化した総合金融サービスを提供すべくローン事業中心のビジネスモデ

ルから、リース事業、信用保証事業、債権管理回収事業、証券事業、不動産事業及び中国への

事業展開など、他のノンバンクとは一線を画す事業ポートフォリオの多角化を進めてまいりま

した。 

 しかしながら、平成 18年には、いわゆる過払い金についてのみなし弁済規定に関する最高

裁判決、改正貸金業法の成立、利息返還請求の増加・高止まりなど、ノンバンク業界を取り巻

く環境は予想以上に厳しさを増し、平成 19年 9月の上場ノンバンクの民事再生手続開始の申

立てを契機として当社格付が引き下げられ、社債・コマーシャルペーパーの発行が不可能な状

況に陥ったほか、サブプライムローン問題の影響により欧米金融機関からの資金調達も困難に

なりました。このようにして当社の信用力が大幅に低下したことにより、既存取引金融機関か

らの借換が事実上不可能となり、ローン事業においては新規貸付を抑制するなど、事業全体を

縮小せざるを得ない状況に陥りました。 

 



 

 

(2) 金融危機に伴う財務状態の悪化 

 

 こうした中、当社においては、営業資産ポートフォリオの変革を進める一方、経営効率の向

上のために経営改革プログラムを策定し、事業体制の抜本的な構造改革を推進するとともに、

財務基盤、信用力の強化、並びに一層の事業展開を図るべく、平成 19年 12 月に米国のプライ

ベート・エクイティ投資会社 TPGと戦略的資本・事業提携に関する基本合意書を締結し、平成

20年 2月には、当社について 200億円、海外子会社について約 102百万米ドルの資本増強を実

施いたしました。しかし米国のサブプライムローン問題に端を発したグローバルな金融資本市

場の混乱及び信用収縮により、金融機関による融資スタンスの厳格化、国内不動産市場におけ

る流動性の低下により、当社の資金繰り、損益状況について、一層厳しい状況に陥りました。

その結果 TPGからの追加支援も受けられなくなり、平成 20年 12月に資本・事業提携関係を解

消いたしました。 

 

(3) 資金支援による経営改善の不奏功 

 

 これら金融危機等に端を発する資金面での問題を解決し、継続的かつ安定的な財務基盤を再

構築するため、当社は、平成 20年 12月に中小企業保証機構株式会社と戦略的資本・業務提携

契約を締結いたしました。これにより、同社及び同社の主要取引先銀行である日本振興銀行株

式会社から必要な資金支援を受けられることとなり、更なる資産処分等による有利子負債の圧

縮を進めながら、財務基盤の安定化に取り組んでまいりました。しかしながら、平成 22年 9

月に日本振興銀行株式会社が金融庁の行政処分により預金保険機構の管理下に置かれ、東京地

方裁判所から民事再生手続の開始決定を受け、更に平成 22年 10月には資本・業務提携先であ

った中小企業保証機構株式会社も東京地方裁判所から民事再生手続の開始決定を受けました。

これらにより当社においては、主要取引先の破綻により更に厳しい財政状態となりました。 

 そのような中、平成 22年 6月には、ネオラインホールディングス株式会社より、当社に対

する一定規模の資金支援、経営支援を検討する意向がある旨の申し出を受け、弊社から正式に

支援を依頼したところご快諾頂き、同年 8月に同社を割当先とする第三者割当増資をお引き受

け頂きました。その後も同社グループからは資金面を含む継続的な支援を受けておりましたが、

弊社の状況が悪化したため、平成 23年 8月 1日には株式会社整理回収機構からの借入が、平

成 23年 9月 30日にはネオラインホールディングス株式会社の関連会社からの借入が、平成 23

年 10月 31日には株式会社千葉興業銀行からの借入が期限延長できない状況となりました。 

 

(4) 債務超過と貸金業の廃止 

 

 また当社は、平成 23年 3月期において、日本振興銀行株式会社の破綻に伴い、保有する同

行の株式 1,861百万円の全額を減損処理し、同行への貸付金 6,650百万円の全額に対し貸倒引

当金を計上いたしました。これに加え、販売用不動産について 4,822百万円の評価損及び営業

貸付金について 2,543 百万円の貸倒引当金を計上したこと等により、平成 23 年 3月期において



 

 

営業損失 10,741百万円、経常損失 11,777百万円及び当期純損失 20,508百万円を計上いたしま

した。これらの結果、当社は貸金業法の定める純資産要件を満たさなくなったことから、平成

22年 12月 31日付けで貸金業を廃止しております。また、同様の理由により、平成 23年 3月

期末の自己資本は 13,509百万円の債務超過となり、株式会社東京証券取引所より、当社普通株

式を市場第一部から第二部へ指定替えする旨及び上場廃止基準にかかる猶予期間銘柄（債務超

過）とする旨の通知を受け、当社普通株式について平成 23年 8月 1日をもって市場第二部へ

の指定替えが行われました。 

 

(5) 民事再生手続の選択 

 

 以上のような状況を踏まえ、当社は、平成 24年 3月末までに債務超過を解消し、上場廃止

を回避するために、大口債権者様との間で協議を行うとともに、並行して、当社事業の支援先

候補を選定し、再建策の合意に向けて交渉を進めてまいりましたが、残念ながら、大口債権者

様のご賛同をいただく見通しが立たず、今般、当社事業の実効的な再建を図るべく、民事再生

手続開始の申立てをいたしました。 

 

2. 負債総額（平成 23年 12月 31日現在の個別貸借対照表上の金額） 

 

 50,823百万円(なお、民事再生手続において、今後増加する可能性があります。) 

 

3. 今後の見通し 

 

 当社は、裁判所及び監督委員の監督の下、債権者様をはじめとする関係者様のご協力をいただき

ながら、当社の事業の再建を支援いただくスポンサーの選定も視野に入れつつ、当社事業の再建に

向けて全力を尽くして参る所存でございます。 

 

 

4. 証券取引所等の上場規程に規定する再建計画等の審査に係る申請の有無 

 

 東京証券取引所有価証券上場規程第 605条第 1項に規定された再建計画等の審査に係る申請を行

う予定はございません。 

 

以 上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

 

ＮＩＳグループ株式会社 

（再生手続コールセンター） ０３－６８３０－０１７０ 



 

 

（ご参考） 

 

1.  申立ての概要 

 

(1) 申立日 平成24年5月9日 

(2) 管轄裁判所 東京地方裁判所 

(3) 事件番号 平成24年(再)第62号 

(4) 申立代理人 〒107-6029 東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル 

西村あさひ法律事務所 

弁 護 士 森  浩志ほか8名 

(5) 監督委員 弁 護 士 内田  実 

 

2. 当社の概況 

 

(1) 商 号 NIS グループ株式会社 

(2) 本店所在地 愛媛県松山市千舟町五丁目 7番地 6 

※ 登記上の本店所在地であり、実際の本社業務は東京本社(東京

都港区南麻布三丁目 19番 23号 オーク南麻布ビルディング 7

階及び 8階)で行っております。 

(3) 代表者 代表取締役社長 原川 城治 

(4) 主な事業内容 総合金融サービス事業 

投資銀行・海外貿易事業 

不動産事業 

(5) 資本金 28,289百万円 

(6) 設立年月日 昭和 35年 5月 27日 

(7) 株式の状況 普通株式 481,188,550株 

(8) 株主総数 

(平成 23年 9月 30日現在) 

57,428名 

(9) 大株主及び持株比率 

(平成 23年 9月 30日現在) 

氏名又は名称 
所有株式数 

(千株) 

保有割合

(％) 

ネオラインホールディングス株式会社 235,294 48.90 

中小企業保証機構株式会社 19,899 4.14 

株式会社Ｊ－ＮＥＸＴ 19,896 4.13 

クレスト・インベストメンツ株式会社 19,896 4.13 

株式会社日本イノベーション 19,896 4.13 

レスポワール投資事業有限責任組合 19,500 4.05 

株式会社日新ビル 15,492 3.22 

平井 達夫 3,015 0.63 

MELLON BANK TREATY CLIENTS 

OMNIBUS（常任代理人 株式会社みず

ほコーポレート銀行） 

1,329 0.28 



 

 

古満 みどり 1,000 0.21 

(10) 役員の状況 

 

代表取締役社長 原 川 城 治 

取締役副社長 大 谷 利 興 

取 締 役 平 田 陽 一 

取 締 役 谷 川 龍 雄 

常勤監査役 福 井 信 行 

常勤監査役 池 田 光 次 

監 査 役 小 堀  勇 

監 査 役 加 曽 利  勉 

(11) 従業員数 

(平成 23年 3月 31日現在) 

134名(連結) 

(12) 労働組合 なし 

(13) 負債総額 

(平成 23年 12月 31日現在

の連結貸借対照表上の金

額) 

46,796百万円(なお、民事再生手続において、今後増加する可能性が

あります。) 

(14) 最近 3年間の財政状態及び経営成績(連結) 

決 算 期 平成 21年 3月期 平成 22年 3月期 平成 23年 3月期 

純 資 産 (百万円) 16,019 11,636 △6,248 

総 資 産 (百万円) 88,403 72,277 39,566 

1株当たり純資産 (円) 18.78 14.72 △28.45 

売 上 高 (百万円) 32,170 10,866 6,611 

営 業 利 益 (百万円) △36,328 △7,172 △10,741 

経 常 利 益 (百万円) △38,412 △7,944 △11,777 

当期純利益 (百万円) △50,805 △1,001 △20,508 

1株当たり純利益 (円) △212.03 △4.18 △53.35 

  ※平成 24年 3月期の連結財政状態及び連結経営成績につきましては、未確定であることから、当該

決算期を除く最近 3年間の連結経営指標を記載しております。 


