
 
 

 

 

 
2020 年 3月 23日 

各 位 

株 式 会 社 ラ ク ー ン ホ ー ル デ ィ ン グ ス 

代 表 取 締 役 社 長  小 方  功 

( コ ー ド 番 号 ： 3 0 3 1  東 証 第 一 部 ) 

問い合わせ先： 

取 締 役 副 社 長  今 野  智 

電 話 ： 0 3 － 5 6 5 2 － 1 7 1 1 

 
 

新型コロナウイルス感染拡大の影響についてのお知らせ 
 

 

この度の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に罹患された皆様及び感染拡大により困難な生

活環境におられる皆様に、心よりお見舞い申し上げます。 

当社グループにおける新型コロナウイルス感染症の影響につきまして、本日時点での状況を下記

のとおりお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．EC 事業の現状について 

当社グループの EC事業ではアパレル及び雑貨を取り扱う企業間取引（BtoB）サイト「スーパー

デリバリー」を運営しております。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、主に海外流通におい

てマスクの需要が急速に高まり、その後、消毒等の抗菌・除菌用品まで広がっております。その

結果、海外流通額は当初の予想を上回り大きく伸びております。一方で、国内流通については、

政府による不要不急の外出を控える要請の影響を懸念しておりますが、現在のところ、新型コロ

ナウイルスの感染拡大を要因とした流通額の減少は見られず、堅調に推移しております。 

今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、従来通りのスムーズな取引が行えないなど企業

活動の縮小が懸念されております。当社グループでは企業が円滑に事業活動を行えるよう積極的

に支援してまいります。 

 

当該、取組みの一環として、中小メーカーを支援するため、新規ご契約の方を対象に出展基本

料が 3ヵ月間無料となるサポートプランの提供を開始＊1いたしました。 

 
＊1) 2020年 3月 12日公表のプレスリリース「卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」、新型コロナウイルス感染拡大の支 

援として、出展基本料が 3ヵ月無料のサポートプランを提供開始」を参照。 

 

２．フィナンシャル事業の現状について 

当社グループのフィナンシャル事業では企業与信ノウハウを活かした決済・売掛保証・家賃保

証サービスを提供しております。今般、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、取引先の倒産・

未入金リスク対策を検討する中小企業から当社グループ売掛保証サービス（T&G売掛保証・

URIHO）への問い合わせが増加しております。特に年商 10億円以下の中小企業を対象としたオン

ライン完結型の売掛保証である「URIHO」への問い合わせ数は倍増しており、現在の景況感を背景

とした需要の高まりを感じております。 

当社グループの売掛保証サービスは、中小企業や個人事業主などの小規模事業者も対象とした



 
 

独自の与信ノウハウを強みとしており、幅広い企業・事業者の売掛金の保証を請け負うことが可

能です。今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、企業の経営リスクは高まっております。

当社グループは、売掛債権の保全や与信管理の強化に取り組む企業を積極的に支援してまいりま

す。 

 

当該、取組みの一環として、「URIHO」では「取引先の倒産・未入金への事前対策に関する無料

オンライン相談＊2」を開始いたしました。さらに、楽天銀行の法人顧客向けにオリジナルプラン

の提供を開始＊3いたしました。 

 
＊2) 2020年 3月 18日公表のプレスリリース「オンライン完結の売掛保証「URIHO」、新型コロナウイルス対策として、 

倒産・未入金に備えたい全国の中小企業に「無料オンライン相談」を実施」を参照。 

＊3) 2020年 3月 23日公表のプレスリリース「オンライン完結の売掛保証「URIHO」、楽天銀行口座からの申込みが簡単に！ 

楽天銀行の法人顧客向けにオリジナルプランを提供開始」を参照。 

 

一方で、景気後退局面など、売掛債権保証の需要が増加する局面は、企業の倒産、未入金リス

クが高まる局面でもあります。新型コロナウイルス感染拡大に伴い、世間的に倒産件数等が増加

するのではないかという潮流となってきておりますが、前述のとおり、当社グループの売掛保証

サービスは、中小企業や個人事業主などの小規模事業者も対象とした独自の与信ノウハウを強み

としております。現在のところ、保証履行の発生率は適切にコントロールされており、例年と大

きく変わらない水準でありますが、引き続き、保証引受審査を慎重に行い適切な水準を保つよう

コントロールしてまいります。 
 
また、従前より、保険会社等との保険契約の活用により、大口の保証履行が発生した場合には

当社グループが被る損害の一部を負担させることで、当社グループが負担する保証履行金額を軽

減させるとともに当社の業績変動を抑制すべく努めております。今回、契約更新時の見直しによ

り、保険が適用される対象範囲が拡大＊4されることとなりました。これにより、当社グループの

財務的安全性がより高まることで、与信リスクを低減させながら、積極的に売掛保証サービスの

事業展開を図ってまいります。 
 
＊4) 2020年 3月 23日公表のプレスリリース「ラクーンフィナンシャル、損害保険会社との保険契約を更新 小規模事業者に 

対象範囲を拡大し事業基盤の更なる強化へ」を参照。 

 

２．業績予想に与える影響 

 本件が当社グループの連結業績に与える影響につきましては軽微なものと考えております。 

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今後、企業の倒産件数が増加するのではないかという潮流

から、当社グループの売掛保証サービスの需要が増加しております。一方で、当社グループの売掛

保証サービスは、中小企業や個人事業主などの小規模事業者も対象とした独自の与信ノウハウを強

みとしており、これまでも、景気のマイナス局面においても保証引受審査を慎重に行い適切な水準

を保つようコントロールしてまいりました。従いまして、今後も、保険の活用によるリスクヘッジ

しながら、強みである与信ノウハウによる保証引受審査により保証履行の発生率を適切にコントロ

ールしてまいります。今後、開示の必要性が生じた場合には、速やかに公表いたします。 

 
 

以上 



  

 

 

 

 

          

   
 

株式会社ラクーンホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小方 功）の連結子会社

である、株式会社ラクーンコマース（本社：東京都中央区、代表取締役社長：和久井 岳）が運営する卸・

仕入れサイト「スーパーデリバリー」は、新型コロナウイルス感染拡大により企業活動に影響を受けてい

る中小メーカーを支援するため、新規ご契約の方を対象に出展基本料が 3 ヵ月間無料となるサポートプ

ランの提供を開始します。 

 

■サポートプラン実施の背景 

スーパーデリバリーはメーカーと小売店・サービス業などの事業者が取引できる卸・仕入れサイトで

す。マッチングから購入まで取引はサイト上で完結し、取引代金もすべてスーパーデリバリーが回収し

ます。また、越境 ECとして海外にも展開していることから、メーカーにとってリスクや手間なく国内外

へ販路拡大できるツールとして活用されています。 

現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、メーカーは展示会の開催中止や取引先への訪問自粛

など、営業活動を縮小せざるを得ない状況です。スーパーデリバリーはそのような状況を踏まえ中小メ

ーカーの営業活動の一助となるよう、新規ご契約の方を対象に出展基本料を 3 ヵ月無料とするサポート

プランを新しく提供することといたしました。 

 

スーパーデリバリーでできること 

 

 

 

ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ                                

 2020年 3月 12日 
株式会社ラクーンホールディングス 

代表取締役社長 小方 功 
（証券コード：3031 東証第一部） 

          
 
 
 

各位 

卸・仕入れサイト「スーパーデリバリー」、新型コロナ 
ウイルス感染拡大の支援として、出展基本料が 3ヵ月 
無料のサポートプランを提供開始 
 



■サポートプランの概要 

スーパーデリバリーでは通常、出展基本料として 4 万円（税別）/月と注文金額の 10％をシステム利

用料としていただいています。今回のサポートプランは、新規ご契約の方を対象に出展基本料を 3 ヵ月

間無料にいたします。 

【対象】取り扱い商品の卸販路を拡大したい法人、個人事業主の方 
出展に際しては審査がございます。出展のご希望に沿えない場合がございます、ご了承ください。 

 

【申し込み期間】2020年 3月 12日(木)～2020年 4月 30日(木) 
・ご出展日を起算とした出展月を含む 3ヵ月をサポートプランの期間とさせていただきます。 

・サポートプランの対象期間の終了に伴い契約が終了し、有償サービスへ自動的に切り替わることはご 

ざいません。継続利用をご希望の方は別途お申し込みください。 

・上記期間内に該当フォームよりお申し込みいただいた法人、個人事業主様に限ります。 

・提供機能、期間は、事前の告知なく変更することがございます。 

 

※バイヤー（仕入れ側）としてのご利用はサポートプランの対象外です。こちら

（https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?gmc=jst0100000001）からお申し込みください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■申し込みの流れ 

1. フォームよりお申し込み 

2. 弊社よりヒアリングのお電話 

3. 弊社より契約フォームの発行（3営業日以内） 

4. 出展準備 

5. ご利用開始 

https://www.superdelivery.com/p/entry/mail.do?gmc=jst0100000001


■お申し込みフォーム 
   https://www.superdelivery.com/fumi/r/dealerformSupportPlanApply/input  

 

 

■参照 

 

スーパーデリバリーについて 

https://www.superdelivery.com 

スーパーデリバリーは、メーカーと小売店・サービス業などの事業者が利用する卸・仕入れサイトで

す。商品掲載数は約110万点。メーカーにとっては、地域を超えた153,219店舗への販路拡大ツールと

して効果を発揮し、小売店にとっては1,744社の出展企業とインターネットを通して取引でき、仕入先

を大幅に拡大することが可能です。メーカーと小売店の取引で発生するコストや手間、リスク等を解消

し効率的な取引を実現します。第1回日本サービス大賞にて地方創生大臣賞を受賞。（数字は全て2020

年1月末現在） 

 

 

  

株式会社ラクーンホールディングス 
代表者 ：代表取締役社長  小方 功 
所在地 ：東京都中央区日本橋蛎殻町 1丁目 14番 14号 
設立  ：1995年 9月 
資本金 ：1,015,497千円（2020年 1月末現在） 
株式  ：東京証券取引所市場第一部上場 

証券コード 3031 
URL    :https://www.raccoon.ne.jp 

株式会社ラクーンコマース 
代表者 ：代表取締役社長 和久井 岳 
所在地  :東京都中央区日本橋蛎殻町 1丁目 14番 14号 
設立   ：2018年 11月 
資本金 ：300,000千円（2020年 1月末現在） 
URL    ：https://commerce.raccoon.ne.jp 

本件に関するお問合せ先   
株式会社ラクーンホールディングス 広報 ：大久保・有本     TEL：03-5652-1725 

MAIL：pr@raccoon.ne.jp 
IR   ：木村          TEL：03-5652-1711 

サービスに関するお問合せ先      
    [サービス担当]龍湖（たつみ）  MAIL:sales@superdelivery.com 

https://www.superdelivery.com/fumi/r/dealerformSupportPlanApply/input


 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

株式会社ラクーンホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小方 功）の連結子会社

である、株式会社ラクーンフィナンシャル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：秋山 祐二）が提供

する売掛保証サービス「URIHO
ウ リ ホ

」は、感染拡大を続ける新型コロナウイルスの影響を受け、未入金リス

ク対策を検討する中小企業からの問い合わせが倍増しております。そこでこのたび、「取引先の倒産・未

入金への事前対策に関する無料オンライン相談」を開始します。 

 

■サービス概要 

URIHOは、年商 10 億円以下の中小企業に向けた売掛保証です。経営状況の悪化や倒産などを理由に

取引先から支払いがない場合に、代わりに取引代金を支払います。申込みから与信審査、保証の請求に至

るまで全ての手続きをネット上で行うことができ、業界初「定額制・保証かけ放題＊1」モデルのフィンテ

ックサービスです。 

 

■実施の背景 

 現在、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、中国から部品や製品の調達ができず製造販売に遅

れがでたり、インバウンドを含めた消費の落ち込みによる売上不振など、企業の経営リスクが高まって

います。 

 

オンライン完結型の売掛保証である「URIHO」においても、資金繰りを危惧する中小企業からの需要

が伸びており、問い合わせ数は前月同期比で約 2倍＊1を超えています。こうした問い合わせの増加を背

景に、全国の中小企業に向けて無料オンライン相談を開始しました。売掛保証サービスに関する情報提

供のほか、危機時の売掛金回収の注意点や、新規取引時の与信の考え方など、売掛金に関わる相談も可能

です。 

 

 

 

各位 
2020年 3月 18日 

株式会社ラクーンホールディングス 
代表取締役社長 小方 功 

（証券コード：3031 東証第一部） 

ＰＲＥＳＳ ＲＥＬＥＡＳＥ                                

 

オンライン完結の売掛保証「URIHO」、新型コロ
ナウイルス対策として、倒産・未入金に備えたい
全国の中小企業に「無料オンライン相談」を実施 



■無料オンライン相談 申込方法 

下記メールアドレス宛に①会社名②ご希望の日時を記入いただき、「オンライン相談について」と件名を

入れてご連絡ください。WEB 会議システムを利用して行います。（ご希望の方には電話での対応も可能

です） 

【URIHO問い合わせ窓口】 support@uriho.jp 

 

今後も URIHOは、取引先の突然の倒産・経営悪化による未入金リスクを解消し、新規取引を安心して

行えるよう支えてまいります。 

 

■参照 

URIHO https://uriho.jp 

年商 10億円以下の中小企業・個人事業主を対象に、売

掛債権を保証するフィンテックサービス。取引先の経営

状況の悪化や倒産等で支払いがなかった場合でも、

URIHOが代わりに取引代金を支払います。申込みから与

信審査、保証の請求に至るまで自動化し、業界初の「定

額制・保証かけ放題＊2」を実現しました。2016年 8月

にサービス開始。月額料金は 9,800円、19,800円、

29,800円の 3種類。 
 

＊1：2020年 2月 1日～10日と 2020年 3月 1日～10日の資料請求数の比較 

＊2：各プランごとに保証額の上限が設定されています。その枠の中であれば何社でも保証が可能です 

 

保証申し込みにおいてよくある質問と回答 
Q：すでに支払いが遅れている取引先は保証対象にできますか？ 

A：できません。支払い遅延が発生する前にお申込みいただくか、解消した後にお申し込みください。 

Q：支払い遅延の定義を教えてください。 

A：[１]支払い期日より 1日でも遅れた場合 [２]満額入金されていない場合（延べ払い含む）、また一

時的な取引条件変更（分割払いなど）や手形のジャンプも含みます。 

Q：審査していることは取引先に知られませんか？ 

A：側面調査のみのため、知られることはありません。 

Q：保証申し込みの審査には、どのぐらい時間が掛かりますか？ 

A：原則 2営業日以内にご回答しています。 

Q：希望した保証申し込みは、すべて希望金額どおり保証がされるのでしょうか？ 

A：弊社独自の審査により、保証可能額を決定させていただきます。 

Q：新規取引先だけではなく、既に付き合いのある取引先も保証対象になりますか？ 

A：既存取引先も保証対象になります。 

https://uriho.jp/


 

 

 

 株式会社ラクーンホールディングス 
代表者 ：代表取締役社長  小方 功 
所在地 ：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 14番 14号 
設立  ：1995年 9月 
資本金 ：1,015,497千円（2020年 1月末現在） 
株式  ：東京証券取引所市場第一部上場 

証券コード 3031 
URL    ：https://www.raccoon.ne.jp 

株式会社ラクーンフィナンシャル 
代表者 ：代表取締役社長  秋山 祐二 
所在地 ：東京都中央区日本橋蛎殻町1丁目 14番 14号 
設立 ：2010年 10月 
資本金 ：490,000千円（2020年 1月末現在） 
URL   ：https://financial.raccoon.ne.jp 
 
 

本件に関するお問合せ先   
株式会社ラクーンホールディングス 広報 ：大久保・有本     TEL：03-5652-1725 

MAIL：pr@raccoon.ne.jp 
IR   ：木村          TEL：03-5652-1711 

サービスに関するお問合せ先      
    URIHO推進部 松田    TEL：03-6661-0577 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
   

 
  



 

 

          

 

 

  

 

 

 

 

 

株式会社ラクーンホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小方 功）の連結子会社

である、株式会社ラクーンフィナンシャル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：秋山 祐二）は、楽

天銀行株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：永井 啓之、以下 楽天銀行）と提携サービス

を開始しました。 

これにより、楽天銀行口座を持つ法人企業は、ラクーンフィナンシャルが提供する売掛保証サービス「

URIHO
ウ リ ホ

」の申込みに際して登録情報が入力不要となる「かんたん申込」が利用可能となります。また同

時に、楽天銀行の法人顧客向けにオリジナルプラン＊1の提供も開始いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■「かんたん申込」サービス URL 

https://www.rakuten-bank.co.jp/business/affiliated/kantan-application/ 
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オンライン完結の売掛保証「URIHO」、楽天銀行
口座からの申込みが簡単に！ 
楽天銀行の法人顧客向けにオリジナルプランを提供開始 
 

https://www.rakuten-bank.co.jp/business/affiliated/kantan-application/


■概要 

「URIHO」は中小企業を対象とする売掛保証で、経営状況の悪化や倒産などを理由に取引先から支払

いがない場合に、代わりに取引代金を支払います。申込みから与信審査、保証の請求に至るまで全ての手

続きをネット上で行うことができ、業界初「定額制・保証かけ放題＊2」モデルのフィンテックサービスで

す。 

 

楽天銀行が法人顧客向けに提供する「かんたん申込」は、会社名や住所、電話番号など楽天銀行に登録

された法人情報が自動で反映されることで、提携サービス（旅行予約サービスや会員制福利厚生サービ

スなど）にスムーズに申込むことが可能となるサービスです。このたび「URIHO」が「かんたん申込」

の提携サービスとして新たに追加されることで、楽天銀行口座を持つ法人企業は、より便利に「URIHO」

に申込みできるようになりました。 

 

また「URIHO」では、提携サービスの開始に伴い、楽天銀行の法人顧客向けに月額 4,980円で利用で

きるオリジナルプラン＊1 の提供も開始します。これまで売掛保証を利用したことがない企業でも手軽に

利用できるプランで、保証額がコンパクトな分リーズナブルな料金設定となっています。 

 

今後も「URIHO」は、オンラインで完結する新たなリスク管理の方法として、中小企業の経営を支え

てまいります。 

 
＊1) 月額利用料金 4,980円／1社あたり 30万円まで保証／一ヶ月の保証額合計が 300万円までの特別プラン 

＊2) 各プランごとに保証額の上限が設定されており、その枠の中であれば何社でも保証が可能です 

 

■参照 

楽天銀行株式会社 https://www.rakuten-bank.co.jp/ 

事業内容：電子メディアによる銀行業 

所在地：東京都世田谷区玉川 1-14-1 

設立：2000年 1月 

代表者：代表取締役社長 永井 啓之 

 

URIHO https://uriho.jp 

年商 10億円以下の中小企業・個人事業主を対象に、売掛債

権を保証するフィンテックサービス。取引先の経営状況の悪

化や倒産等で支払いがなかった場合でも、URIHOが代わり

に取引代金を支払います。申込みから与信審査、保証の請求

に至るまで自動化し、業界初の「定額制・保証かけ放題＊2」

https://www.rakuten-bank.co.jp/
https://uriho.jp/


を実現しました。2016年 8月にサービス開始。月額料金は 9,800円、19,800円、29,800円の 3種類。 
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本件に関するお問合せ先   
株式会社ラクーンホールディングス 広報 ：大久保・有本     TEL：03-5652-1725 

MAIL：pr@raccoon.ne.jp 
IR   ：木村          TEL：03-5652-1711 

サービスに関するお問合せ先      
    URIHO推進部 松田    TEL：03-6661-0577 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 



 

 

          

 

  

 

 

 

 

株式会社ラクーンホールディングス（本社：東京都中央区、代表取締役社長：小方 功）の連結子会社

である、株式会社ラクーンフィナンシャル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：秋山 祐二、以下 ラ

クーンフィナンシャル）は、2020年 3月末に損害保険会社との保険契約の更新を行います。それに伴い

損害保険会社が保証する対象範囲が広がり、総支払限度額の増額もされることから、ラクーンフィナン

シャルの売掛保証サービス及び Paidをより多くの小規模事業者に提供でき、引き受け可能な保証金額の

増額も可能となります。 

このたびの契約更新は、こうした事業拡大を実現しながら、財務的安全性をより万全な状態とし、業績

変動の抑制にもつながると見込んでいます。 

 

■概要 

ラクーンフィナンシャルは、決済事業として BtoB掛売り決済「Paid」を提供し、保証事業としては、

取引先の遅延や倒産による売掛金の未回収を解決する「T&G売掛保証」、業界初のオンライン完結型の売

掛保証「URIHO」、オフィス・店舗など事業用賃貸借物件において発生する滞納家賃の保証「事業用家賃

保証」を提供しています。中小企業や個人事業主などの小規模事業者も対象とした独自の与信ノウハウ

を強みに、金融と ITのノウハウを掛け合わせたフィンテックサービスを展開してきました。 

 

現在、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で企業の経営リスクが高まっており、売掛保証の需要が増

えています。ラクーンフィナンシャルにおいても、既存顧客からの保証依頼に加え、新規顧客も急増して

おり、取引先の倒産・未入金のリスクに最大限に応えられるよう体制を整えております。 

 

こうした状況のなかで、ラクーンフィナンシャルは、契約期間満了に伴い 3 月末に損害保険会社との

保険契約を更新いたします。本保険契約は、保証先企業の売掛債権に代金回収の不能が発生した場合に、

ラクーンフィナンシャルが被る損害の一部を損害保険会社が担保するものになります。 

このたびの契約更新では、新たに調査会社による評点がない企業も対象範囲となることで、ラクーンフ

ィナンシャルの保証先に多い小規模事業者にも保険が適用されるようになります。また、総支払限度額

の増額により引き受け可能な保証金額を引き上げることが可能となります。 

本保険契約では新規顧客だけでなく既存顧客も含めて広くカバーされるため、財務的安全性を向上し

各位 
2020年 3月 23日 

株式会社ラクーンホールディングス 
代表取締役社長 小方 功 

（証券コード：3031 東証第一部） 
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ラクーンフィナンシャル、損害保険会社との保険 
契約を更新  
小規模事業者に対象範囲を拡大し事業基盤の更なる強化へ 
 



つつ、需要の増加による事業拡大に積極的に生かしてまいります。 

 

今後もラクーンフィナンシャルは、保険会社との連携を図りリスクを最小限に抑えながら、より多くの

企業へサービスを提供していきます。 

 

■参照 

株式会社ラクーンフィナンシャル https://financial.raccoon.ne.jp 

企業間取引においてインフラサービスを展開する株式会社ラクーンホールディングスの 100％子会社で、

「決済」と「保証」の 2つの金融事業を担っています。決済事業では BtoB後払い決済サービス「Paid」

を提供。また保証事業として、「T&G売掛保証」「URIHO」「事業用家賃保証」を提供しています。請求業

務の効率化や資金繰りの改善を支援し、企業の取引拡大に貢献しています。 
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設立 ：2010年 10月 
資本金 ：490,000千円（2020年 1月末現在） 
URL   ：https://financial.raccoon.ne.jp 
 
 

本件に関するお問合せ先   
株式会社ラクーンホールディングス 広報 ：大久保・有本     TEL：03-5652-1725 

MAIL：pr@raccoon.ne.jp 
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