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(57)【要約】
【課題】売り手の債権回収のタイミング及び買い手の債
務弁済のタイミングの自由度を大幅に高めることで与信
取引を活性させる新たな与信取引システムを提供する。
【解決手段】本発明に係る与信取引システムは、ネット
ワークを通じて相互に通信が可能な与信会社サーバと買
い手側顧客端末と売り手側顧客端末とを含み、与信会社
サーバは、顧客からの現金を含む預かり資産についての
口座情報や与信枠等を記憶した顧客与信情報データベー
スと、取引金額や決済予定日等を記憶した取引情報デー
タベースと、買い手顧客端末からの売り手の顧客識別情
報、取引金額及び予定決済日を含む取引申し込みに対し
て、取引可否を判定する手段と、売り手側顧客端末から
の取引識別情報及び売り手への代金支払い予定日を含む
割引保証料算出要求に応答して、売り手に請求する割引
保証料を算出して送信する手段と、買い手に請求する追
加保証料を算出して送信する手段とを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ネットワークを通じて相互に通信が可能な与信会社サーバと買い手側顧客端末と売り手
側顧客端末とを含み、
　１）与信会社サーバは、
・顧客からの現金を含む預かり資産についての口座情報、担保価値、担保差し入れ順位及
び担保設定状況と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、ク
レジットアカウント残高と、無担保枠についての取引期間別保証率情報と、有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、与信供与ラインとを含む顧客与信情報を、顧客識別情報
と関連づけて検索可能に記憶した顧客与信情報データベース；
・買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代金支払い予定
日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン期日、取引のステータス
、取引成立日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、決済状況、追加保証料及び超過利
息を含む取引情報を、取引識別情報と関連づけて検索可能に記憶した取引情報データベー
ス；
・買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索条件として含む買い手の顧客与信
情報の検索要求に応答して、顧客与信情報データベースから検索要求内の検索条件に合致
する顧客与信情報を取得し、当該情報を表示可能な形態で買い手側顧客端末に送信する手
段；
・買い手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引申
し込みに対して、顧客与信情報データベースに記憶されている買い手の有担保与信枠、無
担保与信枠及びクレジットアカウント残高に基づいて算出される残存与信枠と取引金額と
の比較から取引可否を判定し、取引可否を表示可能な形態で買い手側顧客端末に送信する
手段；
・上記取引が可能と判断された場合に、新たな取引識別情報を生成し、取引金額と、顧客
与信情報データベースに保存されている買い手に関する有担保無担保枠の使用順位、有担
保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高とに基づいて、当該取引に適用さ
れる無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を算出し、買い手の顧客識別情報、売り手の
顧客識別情報、取引金額、予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を含む取
引情報を当該取引識別情報と関連づけて売り手の承諾待ちである旨と共に取引情報データ
ベースに保存する手段；
・売り手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報を検索条件として含む未承諾取引の検索
要求に応答して、取引情報データベースから売り手の顧客識別情報に合致する売り手の承
諾待ちの状態にある取引を抽出し、取引識別情報と共に、買い手の顧客識別情報、取引金
額及び予定決済日を含む取引情報を売り手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信する
手段；
・売り手側顧客端末からの取引識別情報及び売り手への代金支払い予定日を含む割引保証
料算出要求に応答して、売り手への代金支払い予定日と、顧客与信情報データベースに保
存されている買い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報及び有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、取引情報データベースに保存されている予定決済日、無
担保枠の使用額及び有担保枠の使用額とに基づいて、売り手に請求する割引保証料を算出
し、算出された割引保証料を売り手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信する手段；
・売り手側顧客端末からの取引識別情報を含む取引承諾に応答して、顧客与信情報データ
ベースに保存されている買い手に関する与信供与ラインに基づいて与信供与ライン期日を
算出し、当該取引識別情報と関連づけて与信供与ライン期日、売り手に請求する割引保証
料、売り手への代金支払い予定日、及び取引成立日を未決済である旨と共に取引情報デー
タベースに保存し、取引情報データベースに保存されている買い手側の顧客識別情報及び
取引金額に基づいて、顧客与信情報データベース内の買い手のクレジットアカウント残高
を更新する手段；
・取引情報データベース上で未決済である旨が記憶されている取引につき、取引金額、取



(3) JP 2011-159225 A 2011.8.18

10

20

30

40

50

引成立日、予定決済日、与信供与ライン期日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、買
い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報及び有担保枠についての取引期間
別保証率情報に基づいて、予定決済日を超えている場合の追加保証料、及び与信供与ライ
ン期日を超えている場合の超過利息を定期的に算出し、これらを取引情報データベースに
保存すると共に、算出された追加保証料及び超過利息に基づいて顧客与信情報データベー
ス内の買い手のクレジットアカウント残高を更新する手段；
・買い手のクレジットアカウント残高が更新された場合に、顧客与信情報データベース内
の買い手の預かり資産についての担保差し入れ順位及び担保設定状況と、有担保与信枠と
、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、クレジットアカウント残高とに基づい
て顧客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての担保設定状況を更新する
手段；
・取引情報データベースに保存されている取引情報に基づいて、売り手への代金支払い予
定日に、売り手に請求する割引保証料を取引金額から控除した金額を売り手側顧客からの
現金の預かり資産、担保価値、及び有担保与信枠に加算することにより、顧客与信情報デ
ータベース内の売り手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠と
を更新する手段；
・買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索条件として含む未決済取引検索要
求に応答して、取引情報データベースから買い手の顧客識別情報に合致する未決済の取引
について、追加保証料及び超過利息を含む取引情報を取引識別情報と関連付けて買い手側
顧客端末に対して表示可能な形態で送信する手段；並びに
・買い手側顧客端末からの取引識別情報を含む決済要求に応答して、取引識別情報に合致
する取引について、取引情報データベースに保存されている追加保証料及び超過利息を取
引金額に加算した金額を買い手からの現金の預かり資産、担保価値、有担保与信枠、及び
クレジットアカウント残高から控除することにより、顧客与信情報データベース内の買い
手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠とクレジットアカウン
ト残高を更新し、取引識別情報と関連づけて決済済みである旨を取引情報データベースに
保存する手段；
を備え、
　２）買い手側顧客端末は、
・買い手の顧客与信情報の検索要求を入力し、与信会社サーバに送信する手段；
・与信会社サーバから送信される顧客与信情報を受信し、画面に表示する手段；
・売り手の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引申し込みを入力し、与信会
社サーバに送信する手段；並びに
・与信会社サーバから送信される取引可否を受信し、画面に表示する手段；
・買い手の顧客識別情報を検索条件として含む未決済取引検索要求を入力し、与信会社サ
ーバに送信する手段；
・与信会社サーバから送信される未決済取引毎の追加保証料及び超過利息を含む取引情報
を受信し、画面に表示する手段；
・取引識別情報を含む決済要求を入力し、与信会社サーバに送信する手段；
を備え、
　３）売り手側顧客端末は、
・売り手の顧客識別情報を検索条件として含む未承諾取引の検索要求を入力し、与信会社
サーバに送信する手段；
・与信会社サーバから送信される取引情報を受信し、画面に表示する手段；
・取引識別情報及び入金希望日（売り手への代金支払い予定日に相当）と共に割引保証料
算出要求を入力し、与信会社サーバに送信する手段；
・与信会社サーバから送信される取引毎に適用される割引保証料を受信し、画面に表示す
る手段；並びに
・取引識別情報を含む取引承諾を入力し、与信会社サーバに送信する手段；
を備えた、
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与信取引システム。
【請求項２】
・顧客からの現金を含む預かり資産についての口座情報、担保価値、担保差し入れ順位及
び担保設定状況と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、ク
レジットアカウント残高と、無担保枠についての取引期間別保証率情報と、有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、与信供与ラインとを含む顧客与信情報を、顧客識別情報
と関連づけて検索可能に記憶した顧客与信情報データベース；
・買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代金支払い予定
日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン期日、取引のステータス
、取引成立日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、決済状況、追加保証料及び超過利
息を含む取引情報を、取引識別情報と関連づけて検索可能に記憶した取引情報データベー
ス；
・買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索条件として含む買い手の顧客与信
情報の検索要求に応答して、顧客与信情報データベースから検索要求内の検索条件に合致
する顧客与信情報を取得し、当該情報を表示可能な形態で買い手側顧客端末に送信する手
段；
・買い手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引申
し込みに対して、顧客与信情報データベースに記憶されている買い手の有担保与信枠、無
担保与信枠及びクレジットアカウント残高に基づいて算出される残存与信枠と取引金額と
の比較から取引可否を判定し、取引可否を表示可能な形態で買い手側顧客端末に送信する
手段；
・上記取引が可能と判断された場合に、新たな取引識別情報を生成し、取引金額と、顧客
与信情報データベースに保存されている買い手に関する有担保無担保枠の使用順位、有担
保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高とに基づいて、当該取引に適用さ
れる無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を算出し、買い手の顧客識別情報、売り手の
顧客識別情報、取引金額、予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を含む取
引情報を当該取引識別情報と関連づけて売り手の承諾待ちである旨と共に取引情報データ
ベースに保存する手段；
・売り手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報を検索条件として含む未承諾取引の検索
要求に応答して、取引情報データベースから売り手の顧客識別情報に合致する売り手の承
諾待ちの状態にある取引を抽出し、取引識別情報と共に、買い手の顧客識別情報、取引金
額及び予定決済日を含む取引情報を売り手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信する
手段；
・売り手側顧客端末からの取引識別情報及び売り手への代金支払い予定日を含む割引保証
料算出要求に応答して、売り手への代金支払い予定日と、顧客与信情報データベースに保
存されている買い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報及び有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、取引情報データベースに保存されている予定決済日、無
担保枠の使用額及び有担保枠の使用額とに基づいて、売り手に請求する割引保証料を算出
し、算出された割引保証料を売り手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信する手段；
・売り手側顧客端末からの取引識別情報を含む取引承諾に応答して、顧客与信情報データ
ベースに保存されている買い手に関する与信供与ラインに基づいて与信供与ライン期日を
算出し、当該取引識別情報と関連づけて与信供与ライン期日、売り手に請求する割引保証
料、売り手への代金支払い予定日、及び取引成立日を未決済である旨と共に取引情報デー
タベースに保存し、取引情報データベースに保存されている買い手側の顧客識別情報及び
取引金額に基づいて、顧客与信情報データベース内の買い手のクレジットアカウント残高
を更新する手段；
・取引情報データベース上で未決済である旨が記憶されている取引につき、取引金額、取
引成立日、予定決済日、与信供与ライン期日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、買
い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報、及び有担保枠についての取引期
間別保証率情報に基づいて、予定決済日を超えている場合の追加保証料、及び与信供与ラ
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イン期日を超えている場合の超過利息を定期的に算出し、これらを取引情報データベース
に保存すると共に、算出された追加保証料及び超過利息に基づいて顧客与信情報データベ
ース内の買い手のクレジットアカウント残高を更新する手段；
・買い手のクレジットアカウント残高が更新された場合に、顧客与信情報データベース内
の買い手の預かり資産についての担保差し入れ順位及び担保設定状況と、有担保与信枠と
、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、クレジットアカウント残高とに基づい
て顧客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての担保設定状況を更新する
手段；
・取引情報データベースに保存されている取引情報に基づいて、売り手への代金支払い予
定日に、売り手に請求する割引保証料を取引金額から控除した金額を売り手側顧客からの
現金の預かり資産、担保価値、及び有担保与信枠に加算することにより、顧客与信情報デ
ータベース内の売り手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠と
を更新する手段；
・買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索条件として含む未決済取引検索要
求に応答して、取引情報データベースから買い手の顧客識別情報に合致する未決済の取引
について、追加保証料及び超過利息を含む取引情報を取引識別情報と関連付けて買い手側
顧客端末に対して表示可能な形態で送信する手段；並びに
・買い手側顧客端末からの取引識別情報を含む決済要求に応答して、取引識別情報に合致
する取引について、取引情報データベースに保存されている追加保証料及び超過利息を取
引金額に加算した金額を買い手からの現金の預かり資産、担保価値、有担保与信枠、及び
クレジットアカウント残高から控除することにより、顧客与信情報データベース内の買い
手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠とクレジットアカウン
ト残高を更新し、取引識別情報と関連づけて決済済みである旨を取引情報データベースに
保存する手段；
を備えたサーバ。
【請求項３】
・顧客からの現金を含む預かり資産についての口座情報、担保価値、担保差し入れ順位及
び担保設定状況と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、ク
レジットアカウント残高と、無担保枠についての取引期間別保証率情報と、有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、与信供与ラインとを含む顧客与信情報を、顧客識別情報
と関連づけて検索可能に記憶した顧客与信情報データベース；並びに
・買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代金支払い予定
日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン期日、取引のステータス
、取引成立日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、決済状況、追加保証料及び超過利
息を含む取引情報を、取引識別情報と関連づけて検索可能に記憶した取引情報データベー
ス；
をサーバに設け、
　該サーバは、
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索
条件として含む買い手の顧客与信情報の検索要求に応答して、顧客与信情報データベース
から検索要求内の検索条件に合致する顧客与信情報を取得し、当該情報を表示可能な形態
で買い手側顧客端末に送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報、取引
金額及び予定決済日を含む取引申し込みに対して、顧客与信情報データベースに記憶され
ている買い手の有担保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高に基づいて算
出される残存与信枠と取引金額との比較から取引可否を判定し、取引可否を表示可能な形
態で買い手側顧客端末に送信するステップ；
・上記取引が可能と判断された場合に、新たな取引識別情報を生成し、取引金額と、顧客
与信情報データベースに保存されている買い手に関する有担保無担保枠の使用順位、有担
保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高とに基づいて、当該取引に適用さ
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れる無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を算出し、買い手の顧客識別情報、売り手の
顧客識別情報、取引金額、予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を含む取
引情報を当該取引識別情報と関連づけて売り手の承諾待ちである旨と共に取引情報データ
ベースに保存するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報を検索
条件として含む未承諾取引の検索要求に応答して、取引情報データベースから売り手の顧
客識別情報に合致する売り手の承諾待ちの状態にある取引を抽出し、取引識別情報と共に
、買い手の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引情報を売り手側顧客端末に
対して表示可能な形態で送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの取引識別情報及び売り手への
代金支払い予定日を含む割引保証料算出要求に応答して、売り手への代金支払い予定日と
、顧客与信情報データベースに保存されている買い手に関する無担保枠についての取引期
間別保証率情報及び有担保枠についての取引期間別保証率情報と、取引情報データベース
に保存されている予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額とに基づいて、売
り手に請求する割引保証料を算出し、算出された割引保証料を売り手側顧客端末に対して
表示可能な形態で送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの取引識別情報を含む取引承諾
に応答して、顧客与信情報データベースに保存されている買い手に関する与信供与ライン
に基づいて与信供与ライン期日を算出し、当該取引識別情報と関連づけて与信供与ライン
期日、売り手に請求する割引保証料、売り手への代金支払い予定日、及び取引成立日を未
決済である旨と共に取引情報データベースに保存し、取引情報データベースに保存されて
いる買い手側の顧客識別情報及び取引金額に基づいて、顧客与信情報データベース内の買
い手のクレジットアカウント残高を更新するステップ；
・取引情報データベース上で未決済である旨が記憶されている取引につき、取引金額、取
引成立日、予定決済日、与信供与ライン期日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、買
い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報、及び有担保枠についての取引期
間別保証率情報に基づいて、予定決済日を超えている場合の追加保証料、及び与信供与ラ
イン期日を超えている場合の超過利息を定期的に算出し、これらを取引情報データベース
に保存すると共に、算出された追加保証料及び超過利息に基づいて顧客与信情報データベ
ース内の買い手のクレジットアカウント残高を更新するステップ；
・買い手のクレジットアカウント残高が更新された場合に、顧客与信情報データベース内
の買い手の預かり資産についての担保差し入れ順位及び担保設定状況と、有担保与信枠と
、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、クレジットアカウント残高とに基づい
て顧客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての担保設定状況を更新する
ステップ；
・取引情報データベースに保存されている取引情報に基づいて、売り手への代金支払い予
定日に、売り手に請求する割引保証料を取引金額から控除した金額を売り手側顧客からの
現金の預かり資産、担保価値、及び有担保与信枠に加算することにより、顧客与信情報デ
ータベース内の売り手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠と
を更新するステップ；
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索
条件として含む未決済取引検索要求に応答して、取引情報データベースから買い手の顧客
識別情報に合致する未決済の取引について、追加保証料及び超過利息を含む取引情報を取
引識別情報と関連付けて買い手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信するステップ；
並びに
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの取引識別情報を含む決済要求
に応答して、取引識別情報に合致する取引について、取引情報データベースに保存されて
いる追加保証料及び超過利息を取引金額に加算した金額を買い手からの現金の預かり資産
、担保価値、有担保与信枠、及びクレジットアカウント残高から控除することにより、顧
客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有
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担保与信枠とクレジットアカウント残高を更新し、取引識別情報と関連づけて決済済みで
ある旨を取引情報データベースに保存するステップ；
を実行することを含むネットワークを利用した与信取引のための方法。
【請求項４】
・顧客からの現金を含む預かり資産についての口座情報、担保価値、担保差し入れ順位及
び担保設定状況と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、ク
レジットアカウント残高と、無担保枠についての取引期間別保証率情報と、有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、与信供与ラインとを含む顧客与信情報を、顧客識別情報
と関連づけて検索可能に記憶した顧客与信情報データベース；並びに
・買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代金支払い予定
日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン期日、取引のステータス
、取引成立日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、決済状況、追加保証料及び超過利
息を含む取引情報を、取引識別情報と関連づけて検索可能に記憶した取引情報データベー
ス；
の検索条件を入力するための検索欄を顧客端末に送信するステップ、
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索
条件として含む買い手の顧客与信情報の検索要求に応答して、顧客与信情報データベース
から検索要求内の検索条件に合致する顧客与信情報を取得し、当該情報を表示可能な形態
で買い手側顧客端末に送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報、取引
金額及び予定決済日を含む取引申し込みに対して、顧客与信情報データベースに記憶され
ている買い手の有担保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高に基づいて算
出される残存与信枠と取引金額との比較から取引可否を判定し、取引可否を表示可能な形
態で買い手側顧客端末に送信するステップ；
・上記取引が可能と判断された場合に、新たな取引識別情報を生成し、取引金額と、顧客
与信情報データベースに保存されている買い手に関する有担保無担保枠の使用順位、有担
保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高とに基づいて、当該取引に適用さ
れる無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を算出し、買い手の顧客識別情報、売り手の
顧客識別情報、取引金額、予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を含む取
引情報を当該取引識別情報と関連づけて売り手の承諾待ちである旨と共に取引情報データ
ベースに保存するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報を検索
条件として含む未承諾取引の検索要求に応答して、取引情報データベースから売り手の顧
客識別情報に合致する売り手の承諾待ちの状態にある取引を抽出し、取引識別情報と共に
、買い手の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引情報を売り手側顧客端末に
対して表示可能な形態で送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの取引識別情報及び売り手への
代金支払い予定日を含む割引保証料算出要求に応答して、売り手への代金支払い予定日と
、顧客与信情報データベースに保存されている買い手に関する無担保枠についての取引期
間別保証率情報及び有担保枠についての取引期間別保証率情報と、取引情報データベース
に保存されている予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額とに基づいて、売
り手に請求する割引保証料を算出し、算出された割引保証料を売り手側顧客端末に対して
表示可能な形態で送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの取引識別情報を含む取引承諾
に応答して、顧客与信情報データベースに保存されている買い手に関する与信供与ライン
に基づいて与信供与ライン期日を算出し、当該取引識別情報と関連づけて与信供与ライン
期日、売り手に請求する割引保証料、売り手への代金支払い予定日、及び取引成立日を未
決済である旨と共に取引情報データベースに保存し、取引情報データベースに保存されて
いる買い手側の顧客識別情報及び取引金額に基づいて、顧客与信情報データベース内の買
い手のクレジットアカウント残高を更新するステップ；
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・取引情報データベース上で未決済である旨が記憶されている取引につき、取引金額、取
引成立日、予定決済日、与信供与ライン期日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、買
い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報、及び有担保枠についての取引期
間別保証率情報に基づいて、予定決済日を超えている場合の追加保証料、及び与信供与ラ
イン期日を超えている場合の超過利息を定期的に算出し、これらを取引情報データベース
に保存すると共に、算出された追加保証料及び超過利息に基づいて顧客与信情報データベ
ース内の買い手のクレジットアカウント残高を更新するステップ；
・買い手のクレジットアカウント残高が更新された場合に、顧客与信情報データベース内
の買い手の預かり資産についての担保差し入れ順位及び担保設定状況と、有担保与信枠と
、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、クレジットアカウント残高とに基づい
て顧客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての担保設定状況を更新する
ステップ；
・取引情報データベースに保存されている取引情報に基づいて、売り手への代金支払い予
定日に、売り手に請求する割引保証料を取引金額から控除した金額を売り手側顧客からの
現金の預かり資産、担保価値、及び有担保与信枠に加算することにより、顧客与信情報デ
ータベース内の売り手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠と
を更新するステップ；
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索
条件として含む未決済取引検索要求に応答して、取引情報データベースから買い手の顧客
識別情報に合致する未決済の取引について、追加保証料及び超過利息を含む取引情報を取
引識別情報と関連付けて買い手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信するステップ；
並びに
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの取引識別情報を含む決済要求
に応答して、取引識別情報に合致する取引について、取引情報データベースに保存されて
いる追加保証料及び超過利息を取引金額に加算した金額を買い手からの現金の預かり資産
、担保価値、有担保与信枠、及びクレジットアカウント残高から控除することにより、顧
客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有
担保与信枠とクレジットアカウント残高を更新し、取引識別情報と関連づけて決済済みで
ある旨を取引情報データベースに保存するステップ；
をコンピュータに実行させるためのプログラム。
【請求項５】
　請求項４に記載のプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は与信会社によって付与された信用に基づいて商取引を行うための与信取引シス
テム及びその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、商品の引渡し時には代金の支払いを行なわず、その後の決済期日までに支払いを
行なうことを可能にする与信取引が慣習的に行われており、与信取引に関連する種々のサ
ービスが存在する。
【０００３】
　クレジットカードサービスにおいては、クレジットカード会社が所定の審査後に会員に
対して所定の利用限度額を設定すると、会員はその利用限度額内においてカード加盟店で
自由に商品を購入することができる。クレジットカード会社は、各商取引に対して一定の
保証料を加盟店から受け取る代わりに加盟店への代金支払いを肩代わりするので、会員は
毎月の決済期日までは商品の代金を支払う必要がない。決済期日において会員の銀行口座
が残高不足の場合、クレジットカード会社は会員に対して代金支払いの督促を行うととも
に、決済日からの日数に応じて所定の利息を請求する。延滞が長期にわたると取引停止処
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分となる。
【０００４】
　銀行等の金融機関による融資の場合、個人又は企業などの資金需要者は一定の審査を経
た後に、金融機関から金銭の貸し出しを受けることができる。不動産や有価証券などの資
産に担保を設定することを条件に融資が行われる場合もある。個人又は企業は借り受けた
金銭を直近の事業運転資金や設備購入費用に充てることができ、返済は金融機関との契約
で取り決めた期日に繰り延べることができる。金融機関は資金需要者の信用力や返済期間
に応じて設定される利息を受け取ることができる。
【０００５】
　手形割引においては、割引者が銀行の場合と手形割引業者の場合でシステムが異なる。
割引者が銀行の場合には、割引依頼人の信用力及び満期日までの日数に応じて割引料が設
定されるが、割引者が手形割引業者の場合には、手形振出人の信用力及び満期日までの日
数に応じて割引料が設定される。いずれの場合にも、割引依頼人にとっては直ちに現金化
できるという利点がある。ただし、銀行は手形を割り引く際に使用する銀行取引約款書の
第６条に買戻し特約を設けている。この約款の規定により、割引依頼人の信用状態が悪化
した場合には、たとえ満期日前であったり手形の支払いが不確実になったといえなかった
りしても、割引依頼人は割引手形を買い戻す義務が生じる。
【０００６】
　債権保証の場合、債権保証会社が一定の保証料を受け取る代わりに依頼人の売掛金等の
債権を保証し、債務者が支払い不能になった場合でも依頼人は代金弁済を受けることがで
きる。債権保証会社は債務者の信用力に応じて保証料を設定する。
【０００７】
　債権買取では、債権買取会社が一定の保証料を受け取る代わりに依頼人の売掛金等の債
権を買い取るので、債権者は未回収リスクを回避できる。債権買取会社は債務者の信用力
に応じて保証料を設定する。
【０００８】
　昨今では、コンピュータネットワーク技術の発達により、このような与信取引の円滑化
や活性化を目的とした多数のビジネスモデルが提案されている。
【０００９】
　特開２００７－５２４８６号公報（特許文献１）では、主にクレジットカードを用いた
商取引において、商品やサービスの購入者が保有する資産を活用し、購入者に付与された
与信限度額を超える金額の商品やサービスの購入を可能とする情報処理装置を提案してい
る。
【００１０】
　特開２００２－７７０３号公報（特許文献２）では、インターネットを利用して、与信
を伴う金融商品（リース、融資、割賦販売、保証等）の利用を希望する不特定多数の顧客
の申し込みを受け付け、これらの申し込みに対して、顧客の格付け付与、顧客の希望する
金融商品の値付及び与信の付与を自動的に行うとともに、その結果をインターネットを利
用して、当該顧客に瞬時に回答できる金融取引システムが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２００７－５２４８６号公報
【特許文献２】特開２００２－７７０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　これまで提案されてきたビジネスモデルは、コンピュータネットワークを活用して銀行
の融資業務やクレジットカード会社の与信業務等の効率を上昇させるものではあるが、既
存の与信取引の枠内を逸脱するものではない。そのため、債権回収や債務弁済のタイミン



(10) JP 2011-159225 A 2011.8.18

10

20

30

40

50

グの自由度を高めることはなく、商取引を活性化させるにも限界があった。
【００１３】
　そこで、本発明は売り手の債権回収のタイミング及び買い手の債務弁済のタイミングの
自由度を大幅に高めることで商取引を活性させる新たな与信取引システムを提供すること
を課題の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者は上記課題を解決するために鋭意研究を行ったところ、銀行による融資業務及
び手形割引業務、クレジットカード会社による与信業務、債権保証会社の保証業務、債権
買取会社の買取業務のそれぞれで部分的に行われてきたシステムを融合させることで、上
記課題を解決することのできる画期的な与信取引システムが構築できることを見出した。
【００１５】
　本発明に係る与信取引システムは、与信会社に口座を持つ取引者同士の与信取引から生
じた債権債務に関し、与信会社が実質的な手形割引人、有担保及び無担保貸付者の役割を
担う事により、売り手の債権回収及び買い手の債務支払いのタイミングの自由度を大幅に
高めることのできるシステムである。
【００１６】
　本システムによる与信取引の基本概念図を図１に示す。売り手が買い手に商品を販売す
る場合、本システムによれば、与信会社が債務者である買い手に代わって商品代金を売り
手の希望日に売り手に支払う。この際、与信会社は買い手の信用力に応じて設定される所
定の割引保証料（ここでは商品代金の３％）を売り手に請求する。一方、買い手は予定決
済日（ここでは３カ月）までは商品代金の１００％の金額を、予定決済日を超えた場合に
は買い手の信用力に応じて設定される所定の追加保証料を商品代金に加えた金額を支払う
。予定決済日は、与信会社の設定する与信供与ラインの範囲内で、売り手と買い手が合意
の元に自由に設定可能な期日である。
【００１７】
　従って、本発明は一側面において、
ネットワークを通じて相互に通信が可能な与信会社サーバと買い手側顧客端末と売り手側
顧客端末とを含み、
　１）与信会社サーバは、
・顧客からの現金を含む預かり資産についての口座情報、担保価値、担保差し入れ順位及
び担保設定状況と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、ク
レジットアカウント残高と、無担保枠についての取引期間別保証率情報と、有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、与信供与ラインとを含む顧客与信情報を、顧客識別情報
と関連づけて検索可能に記憶した顧客与信情報データベース；
・買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代金支払い予定
日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン期日、取引のステータス
、取引成立日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、決済状況、追加保証料及び超過利
息を含む取引情報を、取引識別情報と関連づけて検索可能に記憶した取引情報データベー
ス；
・買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索条件として含む買い手の顧客与信
情報の検索要求に応答して、顧客与信情報データベースから検索要求内の検索条件に合致
する顧客与信情報を取得し、当該情報を表示可能な形態で買い手側顧客端末に送信する手
段；
・買い手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引申
し込みに対して、顧客与信情報データベースに記憶されている買い手の有担保与信枠、無
担保与信枠及びクレジットアカウント残高に基づいて算出される残存与信枠と取引金額と
の比較から取引可否を判定し、取引可否を表示可能な形態で買い手側顧客端末に送信する
手段；
・上記取引が可能と判断された場合に、新たな取引識別情報を生成し、取引金額と、顧客
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与信情報データベースに保存されている買い手に関する有担保無担保枠の使用順位、有担
保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高とに基づいて、当該取引に適用さ
れる無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を算出し、買い手の顧客識別情報、売り手の
顧客識別情報、取引金額、予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を含む取
引情報を当該取引識別情報と関連づけて売り手の承諾待ちである旨と共に取引情報データ
ベースに保存する手段；
・売り手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報を検索条件として含む未承諾取引の検索
要求に応答して、取引情報データベースから売り手の顧客識別情報に合致する売り手の承
諾待ちの状態にある取引を抽出し、取引識別情報と共に、買い手の顧客識別情報、取引金
額及び予定決済日を含む取引情報を売り手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信する
手段；
・売り手側顧客端末からの取引識別情報及び売り手への代金支払い予定日を含む割引保証
料算出要求に応答して、売り手への代金支払い予定日と、顧客与信情報データベースに保
存されている買い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報及び有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、取引情報データベースに保存されている予定決済日、無
担保枠の使用額及び有担保枠の使用額とに基づいて、売り手に請求する割引保証料を算出
し、算出された割引保証料を売り手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信する手段；
・売り手側顧客端末からの取引識別情報を含む取引承諾に応答して、顧客与信情報データ
ベースに保存されている買い手に関する与信供与ラインに基づいて与信供与ライン期日を
算出し、当該取引識別情報と関連づけて与信供与ライン期日、売り手に請求する割引保証
料、売り手への代金支払い予定日、及び取引成立日を未決済である旨と共に取引情報デー
タベースに保存し、取引情報データベースに保存されている買い手側の顧客識別情報及び
取引金額に基づいて、顧客与信情報データベース内の買い手のクレジットアカウント残高
を更新する手段；
・取引情報データベース上で未決済である旨が記憶されている取引につき、取引金額、取
引成立日、予定決済日、与信供与ライン期日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、買
い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報、及び有担保枠についての取引期
間別保証率情報に基づいて、予定決済日を超えている場合の追加保証料、及び与信供与ラ
イン期日を超えている場合の超過利息を定期的に算出し、これらを取引情報データベース
に保存すると共に、算出された追加保証料及び超過利息に基づいて顧客与信情報データベ
ース内の買い手のクレジットアカウント残高を更新する手段；
・買い手のクレジットアカウント残高が更新された場合に、顧客与信情報データベース内
の買い手の預かり資産についての担保差し入れ順位及び担保設定状況と、有担保与信枠と
、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、クレジットアカウント残高とに基づい
て顧客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての担保設定状況を更新する
手段；
・取引情報データベースに保存されている取引情報に基づいて、売り手への代金支払い予
定日に、売り手に請求する割引保証料を取引金額から控除した金額を売り手側顧客からの
現金の預かり資産、担保価値、及び有担保与信枠に加算することにより、顧客与信情報デ
ータベース内の売り手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠と
を更新する手段；
・買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索条件として含む未決済取引検索要
求に応答して、取引情報データベースから買い手の顧客識別情報に合致する未決済の取引
について、追加保証料及び超過利息を含む取引情報を取引識別情報と関連付けて買い手側
顧客端末に対して表示可能な形態で送信する手段；並びに
・買い手側顧客端末からの取引識別情報を含む決済要求に応答して、取引識別情報に合致
する取引について、取引情報データベースに保存されている追加保証料及び超過利息を取
引金額に加算した金額を買い手からの現金の預かり資産、担保価値、有担保与信枠、及び
クレジットアカウント残高から控除することにより、顧客与信情報データベース内の買い
手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠とクレジットアカウン
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ト残高を更新し、取引識別情報と関連づけて決済済みである旨を取引情報データベースに
保存する手段；
を備え、
　２）買い手側顧客端末は、
・買い手の顧客与信情報の検索要求を入力し、与信会社サーバに送信する手段；
・与信会社サーバから送信される顧客与信情報を受信し、画面に表示する手段；
・売り手の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引申し込みを入力し、与信会
社サーバに送信する手段；並びに
・与信会社サーバから送信される取引可否を受信し、画面に表示する手段；
・買い手の顧客識別情報を検索条件として含む未決済取引検索要求を入力し、与信会社サ
ーバに送信する手段；
・与信会社サーバから送信される未決済取引毎の追加保証料及び超過利息を含む取引情報
を受信し、画面に表示する手段；
・取引識別情報を含む決済要求を入力し、与信会社サーバに送信する手段；
を備え、
　３）売り手側顧客端末は、
・売り手の顧客識別情報を検索条件として含む未承諾取引の検索要求を入力し、与信会社
サーバに送信する手段；
・与信会社サーバから送信される取引情報を受信し、画面に表示する手段；
・取引識別情報及び入金希望日（売り手への代金支払い予定日に相当）と共に割引保証料
算出要求を入力し、与信会社サーバに送信する手段；
・与信会社サーバから送信される取引毎に適用される割引保証料を受信し、画面に表示す
る手段；並びに
・取引識別情報を含む取引承諾を入力し、与信会社サーバに送信する手段；
を備えた、
与信取引システムである。
【００１８】
　また、本発明は別の一側面において、
・顧客からの現金を含む預かり資産についての口座情報、担保価値、担保差し入れ順位及
び担保設定状況と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、ク
レジットアカウント残高と、無担保枠についての取引期間別保証率情報と、有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、与信供与ラインとを含む顧客与信情報を、顧客識別情報
と関連づけて検索可能に記憶した顧客与信情報データベース；
・買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代金支払い予定
日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン期日、取引のステータス
、取引成立日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、決済状況、追加保証料及び超過利
息を含む取引情報を、取引識別情報と関連づけて検索可能に記憶した取引情報データベー
ス；
・買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索条件として含む買い手の顧客与信
情報の検索要求に応答して、顧客与信情報データベースから検索要求内の検索条件に合致
する顧客与信情報を取得し、当該情報を表示可能な形態で買い手側顧客端末に送信する手
段；
・買い手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引申
し込みに対して、顧客与信情報データベースに記憶されている買い手の有担保与信枠、無
担保与信枠及びクレジットアカウント残高に基づいて算出される残存与信枠と取引金額と
の比較から取引可否を判定し、取引可否を表示可能な形態で買い手側顧客端末に送信する
手段；
・上記取引が可能と判断された場合に、新たな取引識別情報を生成し、取引金額と、顧客
与信情報データベースに保存されている買い手に関する有担保無担保枠の使用順位、有担
保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高とに基づいて、当該取引に適用さ
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れる無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を算出し、買い手の顧客識別情報、売り手の
顧客識別情報、取引金額、予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を含む取
引情報を当該取引識別情報と関連づけて売り手の承諾待ちである旨と共に取引情報データ
ベースに保存する手段；
・売り手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報を検索条件として含む未承諾取引の検索
要求に応答して、取引情報データベースから売り手の顧客識別情報に合致する売り手の承
諾待ちの状態にある取引を抽出し、取引識別情報と共に、買い手の顧客識別情報、取引金
額及び予定決済日を含む取引情報を売り手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信する
手段；
・売り手側顧客端末からの取引識別情報及び売り手への代金支払い予定日を含む割引保証
料算出要求に応答して、売り手への代金支払い予定日と、顧客与信情報データベースに保
存されている買い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報及び有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、取引情報データベースに保存されている予定決済日、無
担保枠の使用額及び有担保枠の使用額とに基づいて、売り手に請求する割引保証料を算出
し、算出された割引保証料を売り手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信する手段；
・売り手側顧客端末からの取引識別情報を含む取引承諾に応答して、顧客与信情報データ
ベースに保存されている買い手に関する与信供与ラインに基づいて与信供与ライン期日を
算出し、当該取引識別情報と関連づけて与信供与ライン期日、売り手に請求する割引保証
料、売り手への代金支払い予定日、及び取引成立日を未決済である旨と共に取引情報デー
タベースに保存し、取引情報データベースに保存されている買い手側の顧客識別情報及び
取引金額に基づいて、顧客与信情報データベース内の買い手のクレジットアカウント残高
を更新する手段；
・取引情報データベース上で未決済である旨が記憶されている取引につき、取引金額、取
引成立日、予定決済日、与信供与ライン期日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、買
い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報、及び有担保枠についての取引期
間別保証率情報に基づいて、予定決済日を超えている場合の追加保証料、及び与信供与ラ
イン期日を超えている場合の超過利息を定期的に算出し、これらを取引情報データベース
に保存すると共に、算出された追加保証料及び超過利息に基づいて顧客与信情報データベ
ース内の買い手のクレジットアカウント残高を更新する手段；
・買い手のクレジットアカウント残高が更新された場合に、顧客与信情報データベース内
の買い手の預かり資産についての担保差し入れ順位及び担保設定状況と、有担保与信枠と
、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、クレジットアカウント残高とに基づい
て顧客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての担保設定状況を更新する
手段；
・取引情報データベースに保存されている取引情報に基づいて、売り手への代金支払い予
定日に、売り手に請求する割引保証料を取引金額から控除した金額を売り手側顧客からの
現金の預かり資産、担保価値、及び有担保与信枠に加算することにより、顧客与信情報デ
ータベース内の売り手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠と
を更新する手段；
・買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索条件として含む未決済取引検索要
求に応答して、取引情報データベースから買い手の顧客識別情報に合致する未決済の取引
について、追加保証料及び超過利息を含む取引情報を取引識別情報と関連付けて買い手側
顧客端末に対して表示可能な形態で送信する手段；並びに
・買い手側顧客端末からの取引識別情報を含む決済要求に応答して、取引識別情報に合致
する取引について、取引情報データベースに保存されている追加保証料及び超過利息を取
引金額に加算した金額を買い手からの現金の預かり資産、担保価値、有担保与信枠、及び
クレジットアカウント残高から控除することにより、顧客与信情報データベース内の買い
手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠とクレジットアカウン
ト残高を更新し、取引識別情報と関連づけて決済済みである旨を取引情報データベースに
保存する手段；
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を備えたサーバである。
【００１９】
　本発明は更に別の一側面において、
・顧客からの現金を含む預かり資産についての口座情報、担保価値、担保差し入れ順位及
び担保設定状況と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、ク
レジットアカウント残高と、無担保枠についての取引期間別保証率情報と、有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、与信供与ラインとを含む顧客与信情報を、顧客識別情報
と関連づけて検索可能に記憶した顧客与信情報データベース；並びに
・買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代金支払い予定
日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン期日、取引のステータス
、取引成立日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、決済状況、追加保証料及び超過利
息を含む取引情報を、取引識別情報と関連づけて検索可能に記憶した取引情報データベー
ス；
をサーバに設け、
　該サーバは、
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索
条件として含む買い手の顧客与信情報の検索要求に応答して、顧客与信情報データベース
から検索要求内の検索条件に合致する顧客与信情報を取得し、当該情報を表示可能な形態
で買い手側顧客端末に送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報、取引
金額及び予定決済日を含む取引申し込みに対して、顧客与信情報データベースに記憶され
ている買い手の有担保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高に基づいて算
出される残存与信枠と取引金額との比較から取引可否を判定し、取引可否を表示可能な形
態で買い手側顧客端末に送信するステップ；
・上記取引が可能と判断された場合に、新たな取引識別情報を生成し、取引金額と、顧客
与信情報データベースに保存されている買い手に関する有担保無担保枠の使用順位、有担
保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高とに基づいて、当該取引に適用さ
れる無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を算出し、買い手の顧客識別情報、売り手の
顧客識別情報、取引金額、予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を含む取
引情報を当該取引識別情報と関連づけて売り手の承諾待ちである旨と共に取引情報データ
ベースに保存するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報を検索
条件として含む未承諾取引の検索要求に応答して、取引情報データベースから売り手の顧
客識別情報に合致する売り手の承諾待ちの状態にある取引を抽出し、取引識別情報と共に
、買い手の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引情報を売り手側顧客端末に
対して表示可能な形態で送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの取引識別情報及び売り手への
代金支払い予定日を含む割引保証料算出要求に応答して、売り手への代金支払い予定日と
、顧客与信情報データベースに保存されている買い手に関する無担保枠についての取引期
間別保証率情報及び有担保枠についての取引期間別保証率情報と、取引情報データベース
に保存されている予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額とに基づいて、売
り手に請求する割引保証料を算出し、算出された割引保証料を売り手側顧客端末に対して
表示可能な形態で送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの取引識別情報を含む取引承諾
に応答して、顧客与信情報データベースに保存されている買い手に関する与信供与ライン
に基づいて与信供与ライン期日を算出し、当該取引識別情報と関連づけて与信供与ライン
期日、売り手に請求する割引保証料、売り手への代金支払い予定日、及び取引成立日を未
決済である旨と共に取引情報データベースに保存し、取引情報データベースに保存されて
いる買い手側の顧客識別情報及び取引金額に基づいて、顧客与信情報データベース内の買
い手のクレジットアカウント残高を更新するステップ；
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・取引情報データベース上で未決済である旨が記憶されている取引につき、取引金額、取
引成立日、予定決済日、与信供与ライン期日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、買
い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報、及び有担保枠についての取引期
間別保証率情報に基づいて、予定決済日を超えている場合の追加保証料、及び与信供与ラ
イン期日を超えている場合の超過利息を定期的に算出し、これらを取引情報データベース
に保存すると共に、算出された追加保証料及び超過利息に基づいて顧客与信情報データベ
ース内の買い手のクレジットアカウント残高を更新するステップ；
・買い手のクレジットアカウント残高が更新された場合に、顧客与信情報データベース内
の買い手の預かり資産についての担保差し入れ順位及び担保設定状況と、有担保与信枠と
、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、クレジットアカウント残高とに基づい
て顧客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての担保設定状況を更新する
ステップ；
・取引情報データベースに保存されている取引情報に基づいて、売り手への代金支払い予
定日に、売り手に請求する割引保証料を取引金額から控除した金額を売り手側顧客からの
現金の預かり資産、担保価値、及び有担保与信枠に加算することにより、顧客与信情報デ
ータベース内の売り手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠と
を更新するステップ；
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索
条件として含む未決済取引検索要求に応答して、取引情報データベースから買い手の顧客
識別情報に合致する未決済の取引について、追加保証料及び超過利息を含む取引情報を取
引識別情報と関連付けて買い手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信するステップ；
並びに
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの取引識別情報を含む決済要求
に応答して、取引識別情報に合致する取引について、取引情報データベースに保存されて
いる追加保証料及び超過利息を取引金額に加算した金額を買い手からの現金の預かり資産
、担保価値、有担保与信枠、及びクレジットアカウント残高から控除することにより、顧
客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有
担保与信枠とクレジットアカウント残高を更新し、取引識別情報と関連づけて決済済みで
ある旨を取引情報データベースに保存するステップ；
を実行することを含むネットワークを利用した与信取引のための方法である。
【００２０】
　本発明は更に別の一側面において、
・顧客からの現金を含む預かり資産についての口座情報、担保価値、担保差し入れ順位及
び担保設定状況と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、ク
レジットアカウント残高と、無担保枠についての取引期間別保証率情報と、有担保枠につ
いての取引期間別保証率情報と、与信供与ラインとを含む顧客与信情報を、顧客識別情報
と関連づけて検索可能に記憶した顧客与信情報データベース；並びに
・買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代金支払い予定
日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン期日、取引のステータス
、取引成立日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、決済状況、追加保証料及び超過利
息を含む取引情報を、取引識別情報と関連づけて検索可能に記憶した取引情報データベー
ス；
の検索条件を入力するための検索欄を顧客端末に送信するステップ、
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索
条件として含む買い手の顧客与信情報の検索要求に応答して、顧客与信情報データベース
から検索要求内の検索条件に合致する顧客与信情報を取得し、当該情報を表示可能な形態
で買い手側顧客端末に送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報、取引
金額及び予定決済日を含む取引申し込みに対して、顧客与信情報データベースに記憶され
ている買い手の有担保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高に基づいて算
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出される残存与信枠と取引金額との比較から取引可否を判定し、取引可否を表示可能な形
態で買い手側顧客端末に送信するステップ；
・上記取引が可能と判断された場合に、新たな取引識別情報を生成し、取引金額と、顧客
与信情報データベースに保存されている買い手に関する有担保無担保枠の使用順位、有担
保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高とに基づいて、当該取引に適用さ
れる無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を算出し、買い手の顧客識別情報、売り手の
顧客識別情報、取引金額、予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を含む取
引情報を当該取引識別情報と関連づけて売り手の承諾待ちである旨と共に取引情報データ
ベースに保存するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの売り手の顧客識別情報を検索
条件として含む未承諾取引の検索要求に応答して、取引情報データベースから売り手の顧
客識別情報に合致する売り手の承諾待ちの状態にある取引を抽出し、取引識別情報と共に
、買い手の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引情報を売り手側顧客端末に
対して表示可能な形態で送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの取引識別情報及び売り手への
代金支払い予定日を含む割引保証料算出要求に応答して、売り手への代金支払い予定日と
、顧客与信情報データベースに保存されている買い手に関する無担保枠についての取引期
間別保証率情報及び有担保枠についての取引期間別保証率情報と、取引情報データベース
に保存されている予定決済日、無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額とに基づいて、売
り手に請求する割引保証料を算出し、算出された割引保証料を売り手側顧客端末に対して
表示可能な形態で送信するステップ；
・ネットワークを通じて入力される売り手側顧客端末からの取引識別情報を含む取引承諾
に応答して、顧客与信情報データベースに保存されている買い手に関する与信供与ライン
に基づいて与信供与ライン期日を算出し、当該取引識別情報と関連づけて与信供与ライン
期日、売り手に請求する割引保証料、売り手への代金支払い予定日、及び取引成立日を未
決済である旨と共に取引情報データベースに保存し、取引情報データベースに保存されて
いる買い手側の顧客識別情報及び取引金額に基づいて、顧客与信情報データベース内の買
い手のクレジットアカウント残高を更新するステップ；
・取引情報データベース上で未決済である旨が記憶されている取引につき、取引金額、取
引成立日、予定決済日、与信供与ライン期日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、買
い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情報、及び有担保枠についての取引期
間別保証率情報に基づいて、予定決済日を超えている場合の追加保証料、及び与信供与ラ
イン期日を超えている場合の超過利息を定期的に算出し、これらを取引情報データベース
に保存すると共に、算出された追加保証料及び超過利息に基づいて顧客与信情報データベ
ース内の買い手のクレジットアカウント残高を更新するステップ；
・買い手のクレジットアカウント残高が更新された場合に、顧客与信情報データベース内
の買い手の預かり資産についての担保差し入れ順位及び担保設定状況と、有担保与信枠と
、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、クレジットアカウント残高とに基づい
て顧客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての担保設定状況を更新する
ステップ；
・取引情報データベースに保存されている取引情報に基づいて、売り手への代金支払い予
定日に、売り手に請求する割引保証料を取引金額から控除した金額を売り手側顧客からの
現金の預かり資産、担保価値、及び有担保与信枠に加算することにより、顧客与信情報デ
ータベース内の売り手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠と
を更新するステップ；
・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの買い手の顧客識別情報を検索
条件として含む未決済取引検索要求に応答して、取引情報データベースから買い手の顧客
識別情報に合致する未決済の取引について、追加保証料及び超過利息を含む取引情報を取
引識別情報と関連付けて買い手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信するステップ；
並びに
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・ネットワークを通じて入力される買い手側顧客端末からの取引識別情報を含む決済要求
に応答して、取引識別情報に合致する取引について、取引情報データベースに保存されて
いる追加保証料及び超過利息を取引金額に加算した金額を買い手からの現金の預かり資産
、担保価値、有担保与信枠、及びクレジットアカウント残高から控除することにより、顧
客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有
担保与信枠とクレジットアカウント残高を更新し、取引識別情報と関連づけて決済済みで
ある旨を取引情報データベースに保存するステップ；
をコンピュータに実行させるためのプログラムである。
【００２１】
　本発明は更に別の一側面において、上記プログラムを記録したコンピュータ読み取り可
能な記録媒体である。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明の与信取引システムによれば、売り手の債権回収のタイミング及び買い手の債務
弁済のタイミングの自由度が高い。具体的には、売り手としては売掛債権をすぐに現金化
することも、債権回収率を高めることを目的として予定決済日まで現金化を待つことも可
能となる。また、買い手の信用力に応じた割引保証料さえ払えば、債権回収が確実に可能
となるので、従前は取引が難しかった信用力の低い相手とも取引を安全に行うことが可能
となる。
　買い手としては追加保証料を支払えば債務を予定決済日までに返済する必要はなく、資
金計画の柔軟性が高くなる。信用力が低い場合でも、担保さえ差し入れれば従来取引でき
なかった相手とも取引が可能となる。
　また、与信会社の設定する与信供与ライン内であれば、予定決済日は売り手との合意に
より自由に設定できるため、この点においても利便性が高い。
　与信会社としては、顧客同士が与信枠の範囲内で自由に取引を行わせることで、予定決
済日までは売り手に対して手形割引的サービスを、買い手が予定決済日までに決済しない
ときは買い手に対して担保貸付（融資）的サービスを自動的に提供することができる。
　このように、本発明の与信取引システムを利用することで商取引の活性化が期待できる
。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本システムによる与信取引の基本概念図を示す。
【図２】本発明に係る与信取引システムの全体構成の例を示す。
【図３】本発明に係る与信会社サーバの機能ブロック図の例を示す。
【図４】顧客与信情報データベースの例を示す（顧客ＩＤ０００１をもつ顧客が与信取引
を行う直前の状態）。
【図５】顧客与信情報データベースの例を示す（顧客ＩＤ０００１をもつ顧客が与信取引
を行う直前の状態）。
【図６】顧客与信情報データベースの例を示す（顧客ＩＤ０００１をもつ顧客が与信取引
を行った直後の状態）。
【図７】顧客与信情報データベースの例を示す（顧客ＩＤ０００１をもつ顧客が与信取引
を行った直後の状態）。
【図８】取引情報データベースの例を示す（顧客ＩＤ０００１が顧客ＩＤ０００２と１０
０万円の与信取引を行った直後の状態）。
【図９】取引成立から決済までの一連の流れを表す概念図である。
【図１０】与信枠及び取引期間別保証率の設定手順の流れ、与信枠のイメージ、並びに取
引期間別保証率のイメージを示す。
【図１１】顧客の預け入れ資産、担保価値、与信枠及びクレジットアカウントの関係の説
明図である。
【図１２】買い手が与信会社に対して取引申し込みを行う段階の処理の流れを示すフロー
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チャートである。
【図１３】与信会社サーバから送信されてきた顧客与信情報（資産情報）の画面例を示す
。
【図１４】与信会社サーバから送信されてきた顧客与信情報（無担保枠の取引期間別保証
率）の画面例を示す。
【図１５】買い手が取引の詳細を入力するページの画面例を示す。
【図１６】売り手の承諾を受けて取引が成立し、売り手に代金を支払うまでの処理の流れ
を示すフローチャートである。
【図１７】売り手に請求する割引保証料を表示する画面例である。
【図１８】買い手が取引の成否を確認するための処理の流れを示すフローチャートである
。
【図１９】買い手が支払うべき追加保証料を確認し、決済を行うまでの処理の流れを示す
フローチャートである。
【図２０】与信会社サーバから送信されてきた未決済取引一覧の画面例である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明に係る与信取引システムの実施形態について図面を参照しながら詳細に説
明するが、本発明はこれらの実施形態に限定されるものではない。
【００２５】
＜１．用語の定義＞
　サーバとはサーバ・コンピュータを意味し、１台又は複数台のコンピュータの協働によ
り構成することができる。顧客端末はブラウザを搭載したパーソナルコンピュータにより
実現できるが、それに限られるものではなく、携帯電話、モバイル及びＰＤＡといった携
帯型の端末、更にはデジタルテレビなどのコンピュータネットワークによる通信が可能な
機器や装置類で構成することができる。サーバ及び顧客端末の基本的なハードウェア構成
は共通しており、例えばＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＣＰＵが実行するプログ
ラム、プログラムやデータを一時的又は継続的に記憶するためのＲＡＭ（Random Access 
Memory）等のメモリ、ポート、記録媒体読取装置、入力装置、出力装置、及びハードディ
スクドライブ等の外部記憶装置を備えることができる。
【００２６】
　与信会社には、銀行、証券会社、クレジットカード会社、債権保証会社、債権買取会社
、特別目的会社及び一般企業等、預かり資産、過去の支払い履歴、収入及び資産の状況（
個人の場合）、企業業績（法人の場合）等を基に与信を供与できる全ての企業が含まれる
。
【００２７】
　与信会社の顧客には個人及び法人が含まれる。本与信取引システムを利用する顧客同士
は、共に同一の与信会社に取引のための口座を保有することになる。
【００２８】
　預かり資産には与信会社が顧客から預かった現金、有価証券、不動産等の資産が含まれ
る。
【００２９】
　クレジットアカウントは、与信会社の顧客が本システムによる与信取引を行った場合に
、買い手側顧客が与信会社に対して負う債務を管理する口座であり、クレジットアカウン
トの残高は与信会社が各顧客に対して設定する与信枠を超える事ができない。
【００３０】
　取引期間別保証率情報は、与信会社が顧客の信用力、市中金利水準（ＴＩＢＯＲ等）、
取引手数料率等を考慮して定める、取引期間毎の保証率に関する情報であり、無担保枠と
有担保枠に対してそれぞれ設定される。取引期間別保証率情報は取引期間と保証率の関係
がテーブルの形態で保存されていてもよく、取引期間と保証率の関係を表す数式として保
存されていてもよい。取引期間別保証率情報は各取引において定められる売り手に請求す
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る割引保証料及び買い手に請求する追加保証料を計算するための基礎となる情報である。
【００３１】
　予定決済日とは、ある取引について買い手側顧客が与信会社に債務弁済を行う予定日で
あり、買い手と売り手の合意で自由に設定することができる。買い手は与信会社に対して
、予定決済日までは取引金額の額面の１００％の債務を負う事になるが、買い手は必ずし
も予定決済日までに決済する必要はなく、予定決済日を超えた日数に相当する追加保証料
を支払えば、決済のタイミングは買い手が自由に決める事ができる。但し、予定決済日は
与信供与ライン期日を超える事はできない。
【００３２】
　与信供与ラインとは、与信会社が顧客に対して設定する与信の最長期間であり、各取引
について取引成立日から買い手がペナルティの発生なく債務を弁済できるまでの期間であ
る。与信供与ライン期日とは与信供与ライン内の最終日である。例えば、与信供与ライン
が２年で、取引成立日が２０１０年１月１日であったならば、与信供与ライン期日は２０
１２年１月１日である。買い手が与信供与ライン期日までに債務の弁済を行わない場合、
期限を超過した日数に応じて、買い手は与信会社に対して所定の超過利息を支払う義務が
生じる。
【００３３】
　顧客識別情報とは、各顧客を特定するための情報であり、識別番号（ＩＤ）、名前又は
名称、住所、電話番号、ファックス番号、ｅ－メールアドレス等が挙げられる。
【００３４】
　取引識別情報とは、各取引を特定するための情報であり、一般には番号や記号で構成さ
れる。
【００３５】
　取引のステータスには、売り手の承諾待ちである旨、取引が成立した旨、及び取引が不
成立であった旨が含まれる。
【００３６】
　検索要求は、特定の情報をサーバに検索させる顧客端末からの指令であり、顧客端末の
画面上に表示されている検索ボタンを押すことによって入力されるほか、ログインボタン
やブラウザの更新ボタンを押すことによっても入力されるようにしてもよい。ログインボ
タンやブラウザの更新ボタンが検索要求を兼ねる場合、サーバは送信可能な情報を一括し
て送信することとなる。
【００３７】
＜２．システム構成＞
　図２に本発明に係る与信取引システムの一実施形態に係る全体構成を示す。図２に示す
ように、本システムは、与信会社サーバ１１と、売り手側顧客端末１２と、買い手側顧客
端末１３とを備え、売り手側顧客端末１２及び買い手側顧客端末１３は、インターネット
、専用回線及び公衆網などのコンピュータネットワーク１４を通じてサーバ１１と相互通
信可能に接続されている。
【００３８】
　与信会社サーバ１１は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＣＰＵが実行するプロ
グラム、プログラムやデータを一時的又は継続的に記憶するためのＲＡＭ（Random Acces
s Memory）等のメモリ、ポート、記録媒体読取装置、入力装置、出力装置、及びハードデ
ィスクドライブ等の記憶装置により、図３に示す機能ブロックを構成する。機能ブロック
は、顧客与信情報データベース（ＤＢ）３０１、取引情報データベース（ＤＢ）３０２、
フォームデータ格納部３０３、認証処理部３１１、与信情報検索部３１２、取引可否判定
部３１３、取引情報生成部３１４、取引情報検索部３１５、割引保証料算出部３１６、取
引承諾受信部３１７、追加保証料算出部３１８、担保設定更新部３１９、代金支払い部３
２０、決済処理部３２１から構成される。
【００３９】
　顧客与信情報データベース３０１は、与信会社に口座を有する顧客の与信情報をデータ
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ベース化したものである。顧客与信情報データベース３０１には、顧客からの現金を含む
預かり資産についての口座情報、担保価値、担保差し入れ順位及び担保設定状況と、有担
保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、クレジットアカウント残高
と、無担保枠についての取引期間別保証率情報と、有担保枠についての取引期間別保証率
情報と、与信供与ラインとを含む顧客与信情報を、顧客識別情報と関連づけて検索可能に
記憶されている。預かり資産の口座情報には、与信会社が顧客から預かった各資産の時価
が挙げられる。顧客与信情報データベース３０１には、顧客の格付けや残存与信枠が記憶
されていてもよい。
【００４０】
　顧客与信情報データベース３０１の例を図４～７に示す。図４及び図５は、顧客ＩＤ０
００１をもつ顧客が与信取引を行う直前の状態を表しており、図６及び図７は、当該顧客
が１００万円の与信取引を行った直後の状態を表している。図４及び図６から、与信取引
前に０円であったクレジットアカウント残高が、与信取引後に１，０００，０００円に変
化していることが分かる。図５及び図７に示すように、取引前後で担保設定状況も変化し
ている。与信取引前には“アンロック”、すなわち担保にとられていない状態であった資
産の一部が、取引金額に応じて与信取引後に“ロック”、すなわち担保にとられた状態に
変化したことが分かる。
【００４１】
　この変化について詳しく説明する。図４に示すように、顧客は１，６００，０００円の
与信枠を付与されており、このうち無担保与信枠が２００，０００円、有担保与信枠が１
，４００，０００円である。有担保与信枠と無担保与信枠では無担保与信枠を優先使用す
る設定としている。有担保枠の差し入れ順位は図５に示すように設定している。ここで、
１，０００，０００円の与信取引を行うと、優先的に２００，０００円の無担保与信枠が
使用され、次に有担保与信枠のうち８００，０００円が使用される。このとき、担保価値
の合計が８００，０００円に到達するまで有担保枠内の差し入れ順位に従って預かり資産
に担保が設定されて“ロック”状態となる。図６に示すように、１，０００，０００円が
クレジットアカウント残高として記録される。
【００４２】
　取引情報データベース３０２は、各取引に関する情報をデータベース化したものであり
、買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代金支払い予定
日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン期日、取引のステータス
、取引成立日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、決済状況、追加保証料及び超過利
息を含む取引情報を、取引識別情報と関連づけて検索可能に記憶されている。取引情報デ
ータベース３０２には、取引識別情報と関連づけて取引内容が記憶されていてもよい。ま
た、取引識別情報と関連づけて、買い手側からの代金支払いが与信供与ライン以前に支払
われたか、与信供与ラインを超えてペナルティ（超過利息の発生）があったかの別が記憶
されていてもよい。ペナルティがあったことは超過利息の金額が０を超えていることで判
断することもできる。ペナルティの有無やその発生数を顧客与信情報データベース３０１
内に買い手の顧客識別情報と関連づけて記憶させることもできる。
【００４３】
　取引情報データベース３０２の例を図８に示す。図８は、顧客ＩＤ０００１が顧客ＩＤ
０００２と１００万円の与信取引を行った直後の状態を表している。取引成立日の存在が
取引成立を示すこととしても良い。売り手である顧客ＩＤ０００２の承諾待ちであるとき
は「承諾待ち」、取引が拒否された時は「取引不成立」などの旨が記憶される。
【００４４】
　フォームデータ格納部３０３は、ウェブサイト上の各種のフォームデータを記憶する記
憶部である。このフォームデータ格納部３０３には、口座開設申し込み、取引申し込みフ
ォーム、取引承諾フォーム、未決済取引履歴照会フォームなどのＷｅｂサイトのＨＴＭＬ
データが記憶されている。
【００４５】
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　認証処理部３１１は、顧客端末（１２、１３）からのアクセス要求に基づいて、顧客識
別情報及びパスワードを認証する。この処理は、認証処理部３１１が、顧客与信情報デー
タベース３０１を参照して、入力された顧客識別情報及びパスワードが、顧客与信情報デ
ータベース３０１内に記憶されているデータと一致するか否かを判別することで行う。入
力された顧客識別情報及びパスワードが、記憶されているデータと一致する場合には、取
引者専用ページの画面データを送信する。一致しない場合には、エラーメッセージを送信
する。
【００４６】
　与信情報検索部３１２は、顧客端末（１２、１３）からの顧客識別情報を検索条件とし
て含む顧客与信情報の検索要求に基づいて、顧客与信情報データベース３０１から検索要
求内の検索条件に合致する顧客与信情報を取得し、当該情報を表示可能な形態で顧客端末
に送信する。例えば、顧客端末側の取引専用ページの画面上に表示されている所定の顧客
与信情報（例：自己の口座情報や自己の顧客与信情報すべて）の検索ボタンを押すことで
検索要求を実行することができる。また、アクセス要求を自己の顧客与信情報の全検索要
求とみなして、取引者専用ページの画面データを送信する際に併せてＩＤの一致する顧客
についての顧客与信情報すべてを一括して送信するようにすることができる。
【００４７】
　取引可否判定部３１３は、買い手側顧客端末１３からの売り手の顧客識別情報、取引金
額及び予定決済日を含む取引申し込みに対して、買い手の顧客与信情報データベース３０
１に記憶されている有担保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高に基づい
て算出される残存与信枠と取引金額との比較から取引可否を判定し、取引可否を表示可能
な形態で買い手側顧客端末に送信する。また、予定決済日が与信供与ライン内である否か
を取引可否の判断基準に追加することもできる。これは例えば取引可否判定部３１３が申
し込み日を取引成立日と仮定して買い手に付与されている与信供与ラインに基づいて与信
供与ライン期日を算出し、これを予定決済日と比較することで行う。
【００４８】
　取引情報生成部３１４は、取引可否判定部３１３で取引が可能と判断された場合に、新
たな取引識別情報を生成し、取引金額と、顧客与信情報データベースに保存されている買
い手に関する有担保無担保枠の使用順位、有担保与信枠、無担保与信枠及びクレジットア
カウント残高とに基づいて、当該取引に適用される無担保枠の使用額及び有担保枠の使用
額を算出し、買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、予定決済日、無
担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を含む取引情報を当該取引識別情報と関連づけて売
り手の承諾待ちである旨と共に取引情報データベースに保存する。
【００４９】
　取引情報検索部３１５は、顧客端末（１２、１３）からの取引情報の検索要求に応答し
て、取引情報データベース３０１から検索要求内の検索条件に合致する取引情報（例：買
い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代金支払い予定日、
売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン期日、取引のステータス、取
引成立日、無担保枠の使用額、有担保枠の使用額、決済状況、追加保証料及び超過利息）
を取得し、当該情報を表示可能な形態で買い手側顧客端末に送信する。
【００５０】
　例えば、売り手側顧客端末１２からの売り手の顧客識別情報を検索条件として含む未承
諾取引の検索要求に基づいて、取引情報データベース３０１から売り手の顧客識別情報に
合致する売り手の承諾待ちの状態にある取引情報を抽出し、取引識別情報と共に、買い手
の顧客識別情報、取引金額及び予定決済日を含む取引情報を売り手側顧客端末に対して表
示可能な形態で送信することができる。また、買い手側顧客端末１３からの取引識別情報
を検索条件として含む取引情報検索要求に基づいて、取引情報データベース３０１から取
引識別情報に合致する取引情報を抽出し、その取引について取引成立の有無や、決済の状
況を確認することができる。また、買い手側顧客端末１３からの買い手の顧客識別情報を
検索条件として含む未決済取引検索要求に応答して、取引情報データベースから買い手の
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を取引識別情報と関連付けて買い手側顧客端末に対して表示可能な形態で送信することが
できる。
【００５１】
　割引保証料算出部３１６は、売り手側顧客端末１２からの取引識別情報及び売り手への
代金支払い予定日を含む割引保証料算出要求に応答して、売り手への代金支払い予定日と
、顧客与信情報データベース３０１に保存されている買い手に関する無担保枠についての
取引期間別保証率情報及び有担保枠についての取引期間別保証率情報と、取引情報データ
ベース３０２に当該取引識別情報と関連づけられて保存されている予定決済日、無担保枠
の使用額及び有担保枠の使用額とに基づいて、売り手に請求する割引保証料を算出し、算
出された割引保証料を売り手側顧客端末１２に対して表示可能な形態で送信する。算出さ
れた割引保証料は必要に応じて取引識別情報及び売り手への代金支払い予定日と関連づけ
て一時記憶メモリに記憶させておくことができる。
【００５２】
　割引保証料の算出のより具体的な手順の例を図９を参照しながら説明する。
【００５３】
　割引保証料算出部３１６は、割引保証料算出要求を受信すると、与信会社サーバ１１に
内蔵されている時計を参照することで現在日時を取得し、割引保証料算出要求のあった日
を取引成立日と仮定し、その日から数日間の猶予期間後の払い込み可能日を決定する。猶
予期間は与信会社自体の資金繰りを考慮して事前に設定しておく期間であり、通常は２～
３日が設定される。猶予期間は０日とすることも可能である。
【００５４】
　割引保証料算出部３１６は、払い込み可能日と売り手への代金支払い予定日に基づいて
、払い込み可能日から売り手への代金支払い日までの日数ａを算出する。
　無担保枠についての取引期間別保証率情報及び日数ａから無担保枠についての日数ａに
対する保証率Ｒ’ａを算出し、有担保枠についての取引期間別保証率情報及び日数ａから
有担保枠についての日数ａに対する保証率Ｒ’’ａを算出し、無担保枠の使用額及び有担
保枠の使用額から算出される無担保枠と有担保枠の各使用比率（ｓ及びｔ）を算出し、こ
れにより両方の保証率の加重平均を算出すると、その値が当該取引に適用される日数ａに
対する保証率Ｒａとなる。
【数１】

【００５５】
　また、払い込み可能日と予定決済日に基づいて、払い込み可能日から予定決済日までの
日数ｄを算出する。同様にして、当該取引に適用される日数ｄに対する保証率Ｒｄを算出
する。
【００５６】
　売り手への代金支払日から予定決済日までの日数ｂ（＝ｄ－ａ）に対する割引保証率Ｒ
ｂは以下のように計算される。
【数２】

　この時、売り手が受け取る代金Ｙ（円）は、取引金額Ｘ（円）を用いて、次式のように
表される。
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【数３】

　したがって、（割引保証料）＝Ｘ－Ｙと算出される。
【００５７】
　取引承諾受信部３１７は、売り手側顧客端末からの取引識別情報を含む取引承諾に応答
して、顧客与信情報データベース３０１に保存されている買い手に関する与信供与ライン
に基づいて与信供与ライン期日を算出し、当該取引識別情報と関連づけて与信供与ライン
期日、売り手に請求する割引保証料、売り手への代金支払い予定日、及び取引成立日を未
決済である旨と共に取引情報データベースに保存し、取引情報データベース３０２に保存
されている買い手側の顧客識別情報及び取引金額に基づいて、顧客与信情報データベース
３０１内の買い手のクレジットアカウント残高を更新する。
【００５８】
　与信供与ライン期日の算出の具体的な手順の例は以下である。取引承諾受信部３１７は
、与信会社サーバ１１に内蔵されている時計を参照することで現在日時を取得し、顧客与
信情報データベース３０１に保存されている買い手に関する与信供与ラインを現在日時に
加算することで与信供与ライン期日が算出される。
【００５９】
　追加保証料算出部３１８は、取引情報データベース３０２上で未決済である旨が記憶さ
れている取引につき、取引金額、取引成立日、予定決済日、与信供与ライン期日、無担保
枠の使用額、有担保枠の使用額、買い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率情
報、及び有担保枠についての取引期間別保証率情報に基づいて、予定決済日を超えている
場合の追加保証料、及び与信供与ライン期日を超えている場合の超過利息を定期的に算出
し、これらを取引情報データベース３０２に保存すると共に、算出された追加保証料及び
超過利息に基づいて顧客与信情報データベース３０１内の買い手のクレジットアカウント
残高を更新する。
【００６０】
　算出された超過利息が０を超える場合、追加保証料算出部３１８は、ペナルティが発生
した旨を顧客識別情報と関連づけて顧客与信情報データベース３０１に保存する。ペナル
ティが発生した旨は、超過利息とは別に、取引識別情報と関連づけて取引識別情報データ
ベース３０２に保存することもできる。
【００６１】
　追加保証料の算出のより具体的な手順の例を再び図９を参照しながら説明する。追加保
証料算出部３１８は、タイマー又はバッチ処理により予め設定してある期間毎（例：毎日
決まった時刻）自動的に、取引情報データベース３０２上で未決済である旨が記憶されて
いる取引を抽出する。
【００６２】
　追加保証料算出部３１８は各取引につき、取引成立日に基づいて予め設定されている猶
予期間後の払い込み可能日を決定する。
【００６３】
　追加保証料算出部３１８は、払い込み可能日と予定決済日に基づいて、払い込み可能日
から予定決済日までの日数ｄを算出する。また、払い込み可能日と現在日（実際の決済日
）に基づいて、払い込み可能日から現在日までの日数ｅを算出する。ｅ≦ｄであれば、追
加保証料は０とする。ｅ＞ｄの場合、割引保証料算出部３１６で述べた手順と同様の手順
により、当該取引に適用される日数ｄに対する保証率Ｒｄ及び日数ｅに対する保証率Ｒｅ
を算出する。ここで算出されるＲｄは必ずしも割引保証料算出部３１６で算出されたＲｄ
と同一とは限らない。取引成立後の買い手の与信状況の変化によって、無担保枠又は有担
保枠の取引期間別保証率が変化している可能性があるからである。
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【００６４】
　予定決済日から現実日までの日数ｃ（＝ｅ－ｄ）に応じた追加保証率Ｒｃは以下のよう
に計算される。
【数４】

【００６５】
　この時、買い手が支払う代金Ｚ（円）は、取引金額Ｘ（円）を用いて、次式のように表
される。
【数５】

　したがって、（追加保証料）＝Ｚ－Ｘで表される。この追加保証料はこの日に買い手が
決済したときに負担する追加保証料である。
【００６６】
　更に、追加保証料算出部３１８は、買い手が与信供与ライン期日までに決済しなかった
場合に、与信供与ライン期日に取引金額にその日までの追加保証料を加算した金額を自動
的に買い手の現金の資産口座から引き落とす。現金の残高が不足していた場合には、追加
保証料算出部３１８は与信供与ライン期日からの経過日数に応じて与信会社で設定した所
定の演算方法（例：年利１５％等）で超過利息を算出する。
【００６７】
　担保設定更新部３１９は、買い手のクレジットアカウント残高が更新された場合に、顧
客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての担保差し入れ順位及び担保設
定状況と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使用順位と、クレジット
アカウント残高とに基づいて顧客与信情報データベース内の買い手の預かり資産について
の担保設定状況を更新する。
【００６８】
　担保設定状況は、例えば以下の基準で変更することができる。
【００６９】
　有担保無担保枠の使用順位設定において、有担保枠を使用順位１位に設定している場合
にクレジットアカウント残高から既に担保に入っている資産の担保価値を差し引いた差額
、無担保枠を使用順位１位に設定している場合にクレジットアカウント残高の無担保枠に
対する超過額から既に担保に入っている資産の担保価値を差し引いた差額、が新規与信取
引により発生する場合、もしくは資産口座から出金した時に資産口座残高が現金以外の預
け入れ資産の担保価値合計額を下回った場合のその不足額、が発生する場合において、担
保に入っていない預け入れ資産のうち、担保差し入れ順位の高い資産から順に、その担保
価値合計額がその差額もしくは不足額を補うまで新たに自動的に担保に差し入れられる。
【００７０】
　一方、担保が解除されるのは、資産口座にある現金をクレジットアカウントに振り替え
て与信供与ラインまでに債務の弁済（代金の支払い）を行った場合において、有担保枠の
使用順位を１位に設定している場合にクレジットアカウント残高がその資産より担保差し
入れ順位の高い資産の担保価値でまかなわれる場合、もしくは無担保枠を使用順位１位に
設定している場合にクレジットアカウント残高が無担保枠を超過している金額をその資産
より担保差し入れ順位の高い資産の担保価値でまかなわれる場合である。
【００７１】
　また、与信供与ラインまでに代金の支払いをクレジットアカウントへの口座振替で行わ
なかった場合、与信供与ラインの日に自動的に資産口座から現金が引き落とされ、それと
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同時にクレジットアカウント残高も減少するが、その結果、有担保枠の使用順を１位に設
定している場合にクレジットアカウント残高がその資産より担保差し入れ順位の高い資産
の担保価値でまかなわれる場合、もしくは無担保枠を使用順位１位に設定している場合に
クレジットアカウント残高が無担保枠を超過している金額をその資産より担保差し入れ順
位の高い資産の担保価値でまかなわれる場合、にその資産は担保から解除される。出金に
より資産口座残高が現金以外の預け入れ資産の担保価値合計額を下回っていた場合におい
て、新たに入金を行い再び資産口座残高が、現金以外の預け入れ資産の担保価値合計額を
上回った場合にも、担保は解除される。
【００７２】
　代金支払い部３２０は、取引情報データベース３０２に保存されている取引情報に基づ
いて、売り手への代金支払い予定日に、売り手に請求する割引保証料を取引金額から控除
した金額を売り手側顧客からの現金の預かり資産、担保価値、及び有担保与信枠に加算す
ることにより、顧客与信情報データベース３０１内の売り手の預かり資産についての口座
情報及び担保価値と、有担保与信枠とを更新する。
【００７３】
　決済処理部３２１は、買い手側顧客端末からの取引識別情報を含む決済要求に応答して
、取引識別情報に合致する取引について、取引情報データベースに保存されている追加保
証料及び超過利息を取引金額に加算した金額を買い手からの現金の預かり資産、担保価値
、有担保与信枠、及びクレジットアカウント残高から控除することにより、顧客与信情報
データベース内の買い手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠
とクレジットアカウント残高を更新し、取引識別情報と関連づけて決済済みである旨を取
引情報データベースに保存する。
　また、時計を参照して決済が行われた日を与信供与ライン期日と比較し、与信供与ライ
ン期日以前に支払われたか、与信供与ライン期日を超えている場合はその遅延期間を取引
識別情報及び顧客識別情報と関連づけて顧客与信情報データベース３０１に保存すること
もできる。
　買い手からの現金の預かり資産が、追加保証料及び超過利息を取引金額に加算した金額
に満たないために決済ができない場合は、決済処理部３２１は、残高不足である旨を表示
可能な形態で買い手側顧客端末に送信する。
【００７４】
＜３．与信取引方法＞
　次に、上述のシステムによる与信取引方法の一実施形態について説明する。
【００７５】
３－１　口座開設
　与信会社の顧客は、本システムによる与信取引を行う前提として、預かり資産口座とク
レジットアカウントを開設する。例えば、顧客端末からネットワークを通じて与信会社サ
ーバにアクセスし、個人の顧客にあっては個人情報、法人の顧客にあっては法人情報を入
力し、口座開設申し込みを行う。口座開設申し込みを受け付けた与信会社サーバは、取引
者に対して当該取引者専用ページにログインするためのＩＤ及びパスワードを発行する。
顧客に取引のための専用カード（いわゆるキャッシュカード）を発行することもできる。
【００７６】
　与信会社からＩＤ、パスワード（ＰＷ）を取得した顧客はウェブサイト上の取引者専用
ページにログインし、与信取引を行うために必要な情報を入力する。ここで入力する情報
は、担保として預け入れる資産の詳細、収入及び資産の状況に関するデータ（個人の場合
）、企業業績に関するデータ（法人の場合）等である。顧客は、上記入力情報を証明する
ために必要な書類や現金、その他本システムを利用するにあたり必要な書類を、郵送によ
り又は店頭に持参して与信会社に提出する。現金は与信会社の銀行口座に振り込む、店頭
に持参する、ＡＴＭを通じて入金するなどの手段で預けることができる。
【００７７】
　与信会社はウェブサイト上で入力された情報、提出された書類及び預かった現金を基に
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、与信枠の算出および取引期間別保証率の算出を行う。与信枠は有担保与信枠、無担保与
信枠別に算出され、取引期間別保証率はそれぞれの枠に対して設定される。有担保与信枠
は預かり資産の担保価値に等しく、預かり資産の時価に対して一定の掛け目（例、現金１
００％、有価証券８０％、不動産７０％等）を乗じて算出される。一方、無担保与信枠は
、収入および資産の状況（個人の場合）、企業業績（法人の場合）等を基に、取引者の信
用力に応じて設定される。取引期間別保証率は、取引者の信用力、市中金利水準（ＴＩＢ
ＯＲ等）、取引手数料率等を考慮して設定される。過去の支払い履歴がある場合はそれを
考慮することもできる。与信枠及び取引期間別保証率の設定手順の流れ、与信枠のイメー
ジ、並びに取引期間別保証率のイメージを図１０に示す。
【００７８】
　上記の入力情報及び算定結果に基づき、与信会社サーバの顧客与信情報データベース３
０１には、与信会社によりデータ入力手段を通じて、顧客からの現金を含む預かり資産に
ついての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、クレジットアカウ
ント残高（初期値は０）と、無担保枠についての取引期間別保証率と、有担保枠について
の取引期間別保証率と、与信供与ラインとを含む顧客与信情報が顧客ＩＤ及びＰＷと関連
付けて検索可能な状態で保存される。収入及び資産の状況に関するデータ（個人の場合）
、企業業績に関するデータ（法人の場合）、過去の支払い履歴（ペナルティの有無やその
発生回数など）等を顧客与信情報として顧客与信情報データベース３０１内に格納しても
よい。
【００７９】
　与信会社サーバは、顧客端末からの顧客ＩＤを含む顧客与信情報の検索要求に応答して
、顧客与信情報データベース３０１から検索要求内の検索条件に合致する顧客与信情報を
取得し、当該情報を表示可能な形態で顧客端末に送信する手段を備えている。
【００８０】
　顧客は与信会社サーバ内にある自己の顧客与信情報をウェブサイト上の取引者専用ペー
ジで確認し、預け入れ資産の担保差し入れ順位設定、有担保無担保枠の使用順位設定を行
う。預け入れ資産の担保差し入れ順位設定とは、与信会社の顧客が買い手として有担保枠
を使って取引を行った場合に、どの預け入れ資産を優先的に担保に差し入れるかを設定す
るものである。有担保無担保枠の使用順位設定とは、有担保と無担保のどちらの枠を優先
的に使用するかの設定である。
【００８１】
　ここでの入力情報に基づき、与信会社サーバの顧客与信情報データベース３０１には更
に、顧客からの預かり資産についての担保差し入れ順位及び担保設定状況（初期値はすべ
てアンロック）と、有担保無担保枠の使用順位とを含む顧客与信情報が顧客ＩＤ及びＰＷ
と関連付けて検索可能な状態で格納される。
【００８２】
　その他、取引を開始するために必要な手続きを与信会社と取引者の間で完結する。例え
ば、本与信取引システムでは、クレジットアカウント残高と与信枠の状況により、預け入
れ資産が自動的に担保に差し入れられたり解除されたりするため、取引者と与信会社の間
の自動担保契約の締結が含まれる。
【００８３】
　以上の手続きを完了して、与信会社の顧客は本システムによる与信取引が可能となる。
【００８４】
　図１１は、顧客の預け入れ資産、担保価値、与信枠及びクレジットアカウントの関係の
説明図である。顧客の不動産１００、有価証券５０、現金３０を与信会社が預かり資産と
して保有していた場合、預かり資産の時価に対して一定の掛け目（ここでは、現金１００
％、有価証券８０％、不動産７０％）を乗じることで不動産７０、有価証券４０、現金３
０の担保価値が算出される。この担保価値の合計１４０は有担保与信枠に等しい。更に、
顧客が企業であればその業績を考慮し、無担保与信枠が設定される。これにより当該顧客
は有担保与信枠１４０、無担保与信枠２０の合計１６０の与信枠が付与される。その後、
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顧客が１００の与信取引を行ったとすると、クレジットアカウント残高１００が計上され
、残存与信枠は６０となる。このとき、顧客が無担保与信枠を優先使用する設定としてい
た場合は、無担保与信枠は２０しかないため、残存与信枠はすべて有担保与信枠となる。
【００８５】
３－２　与信取引の手順
　次に、本発明に係る与信取引システムを用いて与信取引を行う方法の一実施形態につい
て、フローチャートを参照しながら説明する。
【００８６】
　まず、図１２を参照すると、図１２には買い手が与信会社に対して取引申し込みを行う
段階の処理の流れがフローチャートで記載されている。買い手は顧客端末１３から所定の
ＵＲＬを入力して与信会社のサーバ１１にアクセスし、ＩＤ及びパスワードを入力し、ロ
グインボタンを押すと（Ｓ１０１）、与信会社サーバ１１の認証処理部３１１は、顧客与
信情報データベース３０１を参照して、入力されたＩＤ及びパスワードが、記憶されてい
るデータと一致するか否かを判別する（Ｓ１０２）。判別の結果、入力されたＩＤ及びパ
スワードが一致しない場合には、認証処理部３１１はエラーメッセージを顧客端末１３に
送信する（Ｓ１０３）。一方、入力されたＩＤ及びパスワードが一致する場合には、ログ
インが成功した旨と共にフォームデータ格納部３０３に格納されている取引者専用ページ
の画面データを送信する（Ｓ１０４）。
【００８７】
　買い手は、自己の与信情報を入手するために、取引者専用ページ内に表示されている顧
客与信情報照会のボタンを押す（Ｓ１０５）。与信情報検索部３１２は買い手のＩＤと合
致する顧客与信情報を顧客与信情報データベース３０１から取得して、表示可能な形態で
買い手側顧客端末に送信する（Ｓ１０６）。図１３及び図１４に、送信されてきた顧客与
信情報の画面例を示す。図１３では資産情報が、図１４では無担保枠の取引期間別保証率
が表示されている。買い手は、自身の与信情報を基に、与信取引を行うに十分な与信枠が
残っていることを確認することができる。
【００８８】
　本実施形態では、自己の与信情報を入手するために、取引者専用ページ内に表示されて
いる顧客与信情報照会のボタンを押すこととしているが、ログインした段階で自動的に与
信情報検索部３１２が買い手のＩＤと合致する顧客与信情報を顧客与信情報データベース
３０１から取得して、表示可能な形態で買い手側顧客端末に送信することとしてもよい。
【００８９】
　次いで、買い手は取引者専用ページ内に表示されている取引申込のボタンを押すことで
取引の詳細を入力するためのページに移動する。そこで、売り手のＩＤ、名称、取引金額
、予定決済日及び取引内容を入力し、送信ボタンを押す（Ｓ１０７）。図１５は、取引の
詳細を入力するページの画面例である。
【００９０】
　取引申し込みを受信した与信会社サーバ１１の取引可否判定部３１３は、買い手のＩＤ
を元に顧客与信情報データベース３０１に記憶されている買い手の顧客与信情報を参照し
、有担保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウント残高に基づいて算出される残存
与信枠と取引金額との比較から取引可否を判定し、取引可否を表示可能な形態で買い手側
顧客端末１３に送信する（Ｓ１０８）。
【００９１】
　取引可否判定部３１３で取引が可能と判断された場合には、取引情報生成部３１４は新
たな取引番号を生成し、取引金額と、顧客与信情報データベースに保存されている買い手
に関する有担保無担保枠の使用順位、有担保与信枠、無担保与信枠及びクレジットアカウ
ント残高とに基づいて、当該取引に適用される無担保枠の使用額及び有担保枠の使用額を
算出し、買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、予定決済日、無担保
枠の使用額及び有担保枠の使用額を含む取引情報を当該取引識別情報と関連づけて売り手
の承諾待ちである旨と共に取引情報データベース３０２に保存する（Ｓ１０９）。
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【００９２】
　次いで、図１６を参照する。図１６には、売り手の承諾を受けて取引が成立し、売り手
に代金を支払うまでの処理の流れがフローチャートで記載されている。
【００９３】
　売り手は売り手側顧客端末１２から買い手と同様の手順で取引専用ページにログインす
る（Ｓ２０１～Ｓ２０４）。売り手は取引者専用ページ内に表示されている未承諾取引検
索ボタンを押すと（Ｓ２０５）、与信会社サーバ１１の取引情報検索部３１５は、売り手
のＩＤを元に取引情報データベースから売り手のＩＤに合致する売り手の承諾待ちの状態
にある取引情報を抽出し、取引番号と共に、買い手の顧客与信情報、取引金額及び予定決
済日を含む取引情報を売り手側顧客端末１２に対して表示可能な形態で送信する（Ｓ２０
６）。取引情報は取引番号毎のリスト形式で送信することができる。
【００９４】
　本実施形態では、未承諾取引を検索するのに未承諾取引検索ボタンを押すこととしてい
るが、ログインした段階やブラウザの更新ボタンを押したときに、自動的に取引情報検索
部３１５が売り手のＩＤに合致する売り手の承諾待ちの状態にある取引情報を抽出し、取
引番号と共に、買い手の顧客与信情報、取引金額及び予定決済日を含む取引情報を売り手
側顧客端末１２に対して表示可能な形態で送信してもよい。売り手の注意を促すようにア
ラートが画面に表示される機能を付けることもできる。
【００９５】
　売り手は与信会社から請求される割引保証料を確認するために、リスト表示されている
取引情報に基づいて取引番号を入力又は選択するとともに、入金希望日（売り手への代金
支払い予定日）を入力して割引保証料算出要求ボタンを押す（Ｓ２０７）と、割引保証料
算出部３１６は、売り手への代金支払い予定日と、顧客与信情報データベース３０１に保
存されている買い手に関する無担保枠についての取引期間別保証率及び有担保枠について
の取引期間別保証率と、取引情報データベースに保存されている予定決済日、無担保枠の
使用額及び有担保枠の使用額とに基づいて、売り手に請求する割引保証料を算出し、算出
された割引保証料を売り手側顧客端末１２に対して表示可能な形態で送信する（Ｓ２０８
）（図１７）。後で取引情報データベース３０２に保存できるように、算出された割引保
証料、予定決済日及び取引識別情報は与信会社サーバ１１の一時記憶メモリに格納されて
もよいし、取引承諾時に売り手側顧客端末１２から送信させてもよい。
【００９６】
　売り手は送信された割引保証料に満足する場合には、取引承諾ボタンを押す（Ｓ２０９
）。すると、取引承諾受信部３１７は、顧客与信情報データベースに保存されている買い
手に関する与信供与ラインに基づいて与信供与ライン期日を算出し、当該取引識別情報と
関連づけて与信供与ライン期日、売り手に請求する割引保証料、売り手への代金支払い予
定日、及び取引成立日を未決済である旨と共に取引情報データベース３０２に保存し、取
引情報データベース３０２に保存されている買い手側の顧客識別情報及び取引金額に基づ
いて、顧客与信情報データベース３０１内の買い手のクレジットアカウント残高を更新す
る。また、買い手のクレジットアカウント残高が更新されたことに伴って、担保設定更新
部３１９は、顧客与信情報データベース３０１内の買い手の預かり資産についての担保差
し入れ順位及び担保設定状況と、有担保与信枠と、無担保与信枠と、有担保無担保枠の使
用順位と、クレジットアカウント残高とに基づいて顧客与信情報データベース３０１内の
買い手の預かり資産についての担保設定状況を更新する（Ｓ２１０）。
【００９７】
　売り手は送信された割引保証料に満足せず、取引を辞退する場合には、取引拒否ボタン
を押す（Ｓ２１１）。すると、取引承諾受信部３１７は、取引番号と関連づけて取引不成
立であった旨を取引情報データベース３０２に書き込む（Ｓ２１２）。
【００９８】
　取引成立後、与信会社サーバ１１の代金支払い部３２０は、取引情報データベース３０
２に保存されている取引情報に基づいて、売り手への代金支払い予定日に、売り手に請求
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する割引保証料を取引金額から控除した金額を売り手側顧客からの現金の預かり資産、担
保価値、及び有担保与信枠に加算することにより、顧客与信情報データベース３０１内の
売り手の預かり資産についての口座情報及び担保価値と、有担保与信枠とを更新する（Ｓ
２１３）。
【００９９】
　次いで、図１８を参照する。図１８には、買い手が取引の成否を確認するための処理の
流れがフローチャートで記載されている。
【０１００】
　買い手は、先述した手順で取引専用ページにログインし（Ｓ３０１～Ｓ３０４）、取引
者専用ページ内に表示されている取引番号入力欄に取引成否を知りたい取引番号を入力し
て送信ボタンを押すと（Ｓ３０５）、取引情報検索部３１５は取引情報データベース３０
２から取引番号に合致する取引情報（買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取
引金額、売り手への代金支払い予定日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信
供与ライン、取引の成否、及び決済状況等）を取得し、当該情報を表示可能な形態で買い
手側顧客端末に送信する（Ｓ３０６）。
【０１０１】
　本実施形態では、取引の成否を確認するのに買い手が取引情報を能動的に取得すること
としているが、ログインした段階で自動的に取引情報検索部３１５が買い手のＩＤが含ま
れる取引情報（買い手の顧客識別情報、売り手の顧客識別情報、取引金額、売り手への代
金支払い予定日、売り手に請求する割引保証料、予定決済日、与信供与ライン、取引の成
否、及び決済状況等）を抽出し、取引番号と共に、買い手側顧客端末１３に対して表示可
能な形態で送信してもよい。
【０１０２】
　次いで、図１９を参照する。図１９には、買い手が支払うべき追加保証料を確認し、決
済を行うまでの処理の流れがフローチャートで記載されている。
【０１０３】
　取引成立後、買い手は、先述した手順で取引専用ページにログイン（Ｓ４０１～Ｓ４０
４）し、取引者専用ページ内に表示されている未決済取引照会ボタンを押すと（Ｓ４０５
）、与信会社サーバの取引情報検索部３１５は、取引情報データベース３０２から買い手
の顧客識別情報が含まれる未決済の取引情報を取得し、追加保証料算出部３１８が定期的
に算出し、保存している追加保証料及び超過利息を取引識別情報と関連付けて買い手側顧
客端末１３に対して表示可能な形態で送信する（Ｓ４０６）。ここで送信されてきた未決
済取引一覧の画面の例を図２０に示す。
【０１０４】
　本実施形態では、未決済取引を確認するのに買い手が取引情報を能動的に取得すること
としているが、ログインした段階で自動的に取引情報検索部３１５が取引情報データベー
ス３０２から買い手の顧客識別情報が含まれる未決済の取引情報を取得し、追加保証料算
出部３１８が定期的に算出し、保存している追加保証料及び超過利息を取引識別情報と関
連付けて買い手側顧客端末１３に対して表示可能な形態で送信してもよい。
【０１０５】
　買い手は、送信されてきた各未決済取引の追加保証料を確認した後に、決済を希望する
取引について決済ボタンを押すと（Ｓ４０７）、与信会社サーバの決済処理部３２１は、
特定された取引番号に合致する取引について追加保証料及び超過利息を取引金額に加算し
た金額を現金の預かり資産、担保価値、有担保与信枠、及びクレジットアカウント残高か
ら控除することにより、顧客与信情報データベース内の買い手の預かり資産についての口
座情報及び担保価値と、有担保与信枠とクレジットアカウント残高を更新し、取引識別情
報と関連づけて決済済みである旨を取引情報データベースに保存する（Ｓ４０８）。
【０１０６】
　このとき、決済が行われた日が与信供与ライン以前であるか、与信供与ラインを超えた
かの別に顧客識別情報と関連づけて顧客与信情報データベース３０１に保存してもよい。
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データベース上へは、例えば、決済が行われた日が与信供与ライン以前であった取引の数
と、決済が行われた日が与信供与ラインを超えた取引の数がそれぞれ記憶されるようにす
ることができる。
【０１０７】
３－３　与信会社サーバのその他の機能
　以上、本発明に係る与信取引の実施形態について詳述してきたが、本発明は当該実施形
態に限られるものではなく、本発明の範囲内で種々のバリエーションが考えられる。以下
に、与信会社サーバ１１が有することのできるその他の機能の例を示す。
【０１０８】
　与信会社サーバ１１は、買い手が与信供与ライン期日までに債務の弁済を行わない場合
、一定の期間を経過後に担保にとってある預かり資産をもって債務の弁済に充てる機能を
有していても良い。具体的には、与信会社サーバ１１は与信供与ライン期日から一定期日
が経過した取引を取引情報データベース３０２から抽出する。顧客与信情報データベース
３０１に保存されている情報に基づき、預かり資産の担保価値を担保差し入れ順位に加算
していき、その担保価値の総額が追加保証料及び超過利息を取引金額に加算した金額に達
するまで、買い手からの預かり資産から控除（没収）し、顧客与信情報データベース３０
１内の買い手の預かり資産の口座情報、担保価値及び担保設定状況と、有担保与信枠とを
更新する。そして、取引金額に追加保証料及び超過利息を加算した金額をクレジットアカ
ウント残高から減額する。
【０１０９】
　与信会社サーバ１１は、顧客与信情報データベース３０１に与信情報を書き込み及び書
き換える手段を有することができる。これにより、例えば顧客与信情報データベース３０
１に保存されている与信枠及び取引期間別保証率は一定の期間ごとに又は随時に与信会社
によって更新できるようになる。具体的には、与信会社は顧客与信情データベース３０１
の顧客与信情報、その他の情報を基に、顧客の預かり資産の担保価値の再評価、収入及び
資産の状況の確認（個人の場合）、企業業績の評価（法人の場合）、支払い履歴の評価を
行い、有担保及び無担保の与信枠、与信供与ライン、更には取引期間別保証率の変更を行
うことができる。特に、支払い履歴情報にペナルティがあった場合は、与信枠の大幅な減
額、保証率の大幅な上昇につながる可能性がある。
【０１１０】
　与信会社サーバ１１はＡＴＭや店頭窓口等で顧客が与信会社に預け入れている現金を預
け入れたり下ろしたりしたときに、その情報を別の端末からネットワークを通じて受信し
、顧客与信情報データベース３０１内の現金の預け入れ資産の残高及び有担保与信枠に反
映させる手段を有することもできる。
【０１１１】
　与信会社顧客は以下のような口座に関する操作を随時ウェブサイト上で行うことができ
るようにしてもよい。入力した情報は口座開設での手順と同様に与信会社の確認を経た後
に顧客与信情報データベースに反映される。
・与信会社顧客は資産口座に自由に現金、有価証券、不動産等の資産を随時預け入れる事
ができ、与信枠を拡大する事ができる。
・与信会社顧客は資産口座から出金できるが、その限度額は与信枠とクレジットアカウン
トの残高の差額である。出金した場合、その金額分だけ与信枠が減少する事となる。その
結果、資産口座残高が現金以外の預け入れ資産の担保価値合計額を下回った場合には、担
保に入っていない預け入れ資産のうち、担保差し入れ順位の高い資産から順に、その担保
価値合計額が不足額を補うまで新たに担保に差し入れられる。但し、既に全ての預け入れ
資産が担保に入っている場合はこの限りではない。また、その不足額に対し、取引期間別
保証率から算出される保証料が与信会社顧客に課される。
【０１１２】
　与信会社顧客は、預け入れ資産のうち担保に入っている資産については資産口座から引
き出す事ができない。担保に入っていない資産については、その担保価値が与信枠とクレ
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条件を満たせば、担保に入っているかいないかに関係なく、資産口座から引き出す事がで
きる。一定の条件とは、その資産を担保価値金額以上の価格で売却し、その売却代金のう
ち、担保価値以上の金額分の現金を資産口座に預け入れるという条件である。
【０１１３】
　与信会社顧客が与信取引の債権者となった場合、与信会社から現金が資産口座に振り込
まれるが、必ずしもクレジットアカウントの債務と相殺する必要はない。
【符号の説明】
【０１１４】
１１　サーバ
１２　売り手側顧客端末
１３　買い手側顧客端末
１４　コンピュータネットワーク
３０１  顧客与信情報データベース（ＤＢ）
３０２　取引情報データベース（ＤＢ）
３０３　フォームデータ格納部
３１１　認証処理部
３１２　与信情報検索部
３１３　取引可否判定部
３１４　取引情報生成部
３１５　取引情報検索部
３１６　割引保証料算出部
３１７　取引承諾受信部
３１８　追加保証料算出部
３１９　担保設定更新部
３２０　代金支払い部
３２１　決済処理部
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