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お客さまから最高の信頼を得られる

グローバルなコンシューマーファイナンス

カンパニーを目指す

あなたの「いま」へ、まっすぐ。

私たちは約束します。

お客様ひとりひとりの思いと、まっすぐ向き合うことを。

受けとめた思いに、まっすぐこたえることを。

必要や大切は、ひとりひとり違うから、

答えも、きっと、ひとつではないはず。

あたらしいベンリと、あたたかいサービスで、

あなたを、そっと、応援します。

毎日に。人生に。

私たちだから、できることを。

VISION

SLOGAN

STATEMENT

TOP MESSAGE

当社は1962年3月の設立以来、時代の変化に合わせ

て、利便性・安全性の高い個人向けローン商品を開発す

るとともに各種ご相談・ご契約の受付体制の整備を行

うなど、お客さまの多様な資金ニーズに迅速にお応えで

きる消費者金融サービスを提供してまいりました。

創業50周年を迎えた2012年、当社は更なる成長戦

略の実現と、より高品質なサービスをお客さまへ提供

し続けていくことを目指し、4月1日に三井住友フィナ

ンシャルグループ（SMFG）の一員となりました。そし

て、同年7月1日より、社名をプロミス株式会社から

「SMBCコンシューマーファイナンス株式会社」へと変

更し、新たな歴史の一歩を踏み出しました。

当社はSMFGグループの安定した経営基盤のもと、

50年以上かけて培ってきたノウハウを活用しながら本

業である金融事業（直接融資）をはじめ、保証事業、海

外事業、債権管理事業に重点的に取り組み、国内外の

より多くのお客さまによりよいサービスを提供してい

きます。

お客さまが安心してお金を借りることができるサー

ビスを安定的かつ持続的に提供すること、それが当社

の考える「コンシューマーファイナンス」です。そしてお

客さまの気持ちに寄り添ったサービスを提供しなが

ら、お客さまの安心を大切にした健全なコンシュー

マーファイナンス市場の育成に努めるとともに、社会的

責任を担う企業市民として地域社会とのコミュニケー

ションを大切にした活気ある社会と笑顔で元気な人々

の暮らしの実現に貢献していきます。

我々は、生活金融インフラを提供する担い手として

常にお客さま一人ひとりの思いとまっすぐに向き合い

ながら、お客さま、社会と共に発展・成長していくこと

を約束します。そして将来ビジョンに掲げる「お客さま

から最高の信頼を得られるグローバルなコンシュー

マーファイナンスカンパニー」の実現を目指します。

幸野良治
代表取締役社長

Ryoji Yukino
President

ステートメント

スローガン

将来ビジョン

私たちの目指す
コンシューマーファイナンスとは
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BUSINESS OUTLINE
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SMBC店舗内には、SMBCおよび当社のローン商品

の申込受付・審査ができるローン申込機を設置してい

ます。また、当社のお客様サービスプラザ３店舗にお

いて、SMBCとの共同店舗を開設しています。

2013年5月から、当社の店舗に対してもSMBCと当

社のお客さまが利用可能な新型共同ACM（ローン契

約機）の設置を開始しました。このACMではSMBC

の預金口座開設・カードローンの申込受付および当社

のフリーキャッシングの申込受付が可能となります。

SMBCとの連携

当社の事業展開

創
業
以
来
培
っ
て
き
た
ノ
ウ
ハ
ウ

成長戦略を支える50年の歴史
当社は創業以来50年を超える庶民金融に関

するビジネススキルやノウハウを持っていま

す。その中でも当社の事業展開において要と

なっているのは与信審査のノウハウです。

「的確な与信こそ最大のお客さまサービスで

ある」という考え方のもと、与信審査ノウハウ

の蓄積を長年にわたって行ってきました。それ

を可能にしているのは、業界初のコンピュータ

による「自動与信システム」の導入（1983年）

です。当社の与信システムは、日々蓄積される

お客さまの取引データの分析結果と、信用情

報機関への照会で得た情報を組み合わせて与

信額を自動算出しています。ご契約後も、定期

的に信用情報機関への照会を行い、変化する

お客さまの状況を把握するとともに一つひと

つのお取引を確認しながらお客さまが無理な

くお取引いただけるよう与信管理を行ってい

ます。

この自動与信システムで算出された与信額を

踏まえてご利用限度額を設定するのは決裁責

任者です。決裁責任者はお客さまとの応対や、

お客さまの様子なども含めてコンピュータで

は分析することのできない、お客さまの情報

に基づき総合的な判断を加えます。自動与信シ

ステムに、社員のスキルが加わることで、より

的確なご利用限度額の設定が可能となりま

す。すべてはお客さまが安心してお取引いただ

けるための体制です。

三井住友フィナンシャルグループ（以下

SMFG）は、傘下に三井住友銀行（以下、

SMBC）、三井住友カード、セディナ、SMBC

日興証券等を有する大手総合金融グループで

す。当社は、2004年にSMFGとの間で締結

した業務提携および資本提携に基づき、

2005年以降、SMBCをはじめとしたグルー

プ各社との提携や業務連携を実施してきまし

た。そして2012年４月にSMFGの完全子会

社となりました。

当社はこれまで以上にSMFGグループとの連

携を強化しながら、SMFGグループにおけるコ

ンシューマーファイナンス事業の中核会社とし

てさらなる飛躍に向け、SMFGの安定した経

営基盤のもと、より多くのお客さまによりよい

サービスを提供していきます。

安定した経営基盤の確保

より多くのお客さまによりよい　サービスを

自動与信
自動与信システムの構成要素

借入状況お客さま情報
（年齢・職業等）/

決裁者与信 信用情報機関

JICC

CIC

日本信用情報機構

シー・アイ・シー

ご利用限度額

FINE

《与信システムの概要》

貸金業法における個人
信用情報（貸付の残高
等）を相互交流

金融事業 海外事業保証事業 債権管理
事業
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当社はお客さまのご利用・ご返済ニー

ズに速やかにお応えする多彩なネット

ワークを展開しています。現在、「非

対面チャネル」を主要な窓口とし、東

京、大阪、福岡の3箇所に展開してい

る「お客様サービスセンター」では、

より多くのお客さまとの接点を大切に

しながら、お客さまの新規受付から

お借入、ご返済に関するご相談、各種

ご案内などの役割を担っています。

2013年7月当社のお客様サービスセ

ンターは、ノンバンク業界（信販、ク

レジット含む）で初めてコンタクトセ

ンター業務の国際的な品質保証規格

「COPC®ＣＳＰ規格Release5.0」の

認証を取得いたしました。

また近年はWEBでの会員サービスを

拡充しており、お客さまの手続きをス

ムーズにする機能を搭載したスマート

フォン専用の公式アプリケーションの

提供を始めました。それ以外にも駅

前・繁華街から郊外のロードサイドま

で、無人（自動契約機）店舗を中心に

1,000を超える店舗（2013年3月末

現在）を整備し、お客さまがその時々

に応じて自由に選べる高度なチャネル

ネットワークを展開しています。どの

チャネルをお客さまが選んでも、お客

さまのお取引に関する情報を一元的

に把握したスムーズな対応を行うこと

で、安心してお取引いただける仕組み

を構築しています。

当社は個人のお客さまに対して無担

保・無保証による小口資金の直接融

資をコアサービスとして提供してい

ます。当社が展開しているサービスブ

ランド「PROMISE」では主たる商品

であるフリーキャッシング（リボルビ

ング・ローン）を中心に、個人事業主

の資金ニーズにお応えする商品や、

お客さまの借入に対する返済負担の

軽減を目的とした「おまとめローン」

など、貸金業法に対応した商品の開

発・充実に努めています。関連会社の

モビット（2014年に完全子会社化予

定）では、銀行系であることのブラン

ド力とモバイル・WEBでの取引によ

る利便性を特徴に、キャッシング商

品を展開しています。

お金を借りる前、お金を借りる時、お

金を借りた後、それぞれのタイミング

でお客さまが感じる「安心の取引」

は異なります。当社は各サービスプロ

セスに応じたお金に関するご相談・

カウンセリングやマネープランの提

案等を通じ、お客さまとの関係性強

化に努め、「お客さまに信頼される企

業」を目指しています。

お客さまのニーズに応じて選べるチャネル展開でお客さまが安心してお取引いただけるサービスを

金融事業

《多様なチャネル展開》

非対面

非対面

対　面

非対面

お客様サービスプラザ

事務センター

お客様
サービスセンター

お客さま
電　話

WEB（PC・モバイル・スマホ）

自動契約機（無人店舗）

ACM（ローン申込機）

郵　送

申　込

お借入

ご返済

契約内容変更

会員サービスご利用

あたらしいベンリと、あたたかい　サービスを

「ＣＯＰＣ®ＣＳＰ規格 Release5.0」とはコンタクトセンター業務に特化して、お客さま満足度の向上

と効率の良いオペレーションを実現するために策定されたグローバル基準の品質保証規格であり、特

にお客さま対応のパフォーマンスにおいて、その指標を優秀なレベルで達成し、維持することができた

コンタクトセンターに対して認証されます。
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［ 保証残高推移 ］
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3,840

1,974

4,269

2,327

6,596

その他金融機関SMBC向け

5,324

5,815

保証事業の展開

2003年4月の保証事業開始以来、保

証提携を順調に拡大してきました。

2005年4月よりSMBCとの保証提携

を実施し、2013年6月末現在では全国

の金融機関等188社と業務提携を行っ

ています。今後も、各金融機関との良好

な関係を築きながら、金融機関ごとの

特性やニーズに応じた商品開発やきめ

細やかな企画提案を行うことで、収益

基盤の一層の強化を目指し、保証事業

を推進していきます。そして、保証事業

を通じてより多くのお客さまの幅広い

資金ニーズにお応えできる生活金融イ

ンフラを目指します。

［ 全国の提携先 ］

お客さま
提携先

金融機関等

保証事業部

● 商品開発
● プロモーション支援
● システム提供

当　社

保証センター
（東京・福岡）

● 受付審査
● 与信判断
● バックヤード支援

総
合
的
支
援

申 

込

融 

資

《ノウハウを活かした総合的な支援》

幅広い資金ニーズにお応えする　サービスを

当社は長年培ってきた与信審査、債

権管理ノウハウを活かし金融機関向

けの保証事業を行っています。

保証事業とは、銀行や信用金庫等の

金融機関が販売している無担保ロー

ン商品に対して、受付審査をはじ

め、商品開発、営業プロモーション

の支援も含め総合的に金融サービス

を提供するビジネスのことです。昨

今では各金融機関が無担保個人ロー

ンに対する取り組みを強化している

こともあり、小口の無担保ローン専

業のノウハウを持った保証会社への

ニーズが増加しています。

与信ノウハウを活用した保証サービスの提供

保証提携先：188社

保証センター（東京）

保証センター（福岡）

保証センター（東京）

保証センター（福岡）

銀　　行 65社

信用金庫 83社

信用組合 36社

そ の 他 4社

BUSINESS OUTLINE 保証事業
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中国本土・タイ香港

222
251

成長著しいアジアにおいて、個人消費が高まっ

ています。海外事業の拡大・展開を図る上で最

大の強みとなるのはプロミス香港における20年

以上の実績です。プロミス香港の安定した業績

推移を基盤とし、中国本土に小額貸付会社（※）

を設立してきました。今後も中国をはじめアジア

各国へグローバルな事業展開を進めていきま

す。個人消費が高まる局面で、当社はノウハウを

活かしたコンシューマーファイナンスサービスを

提供し、安心で健全なコンシューマーファイナン

スの市場形成に寄与していきます。

《海外事業営業貸付金残高推移》

安心できるグローバルな金融　サービスを

当社はこれまで培ってきた経験やノ

ウハウを活かしたコンシューマーファ

イナンスを、海外でも展開していま

す。香港では1992年に現地法人（プ

ロミス香港）を設立し、香港全土に

24店舗を展開しています（2013年

３月末現在）。また、タイでも2005

年より、中国においては2010年7月

より深圳市で、2011年５月より瀋陽

市で、2013年3月より天津市でそれ

ぞれ営業を開始しており、当社が提

供するコンシューマーファイナンス

サービスは、海外でもニーズの高まり

をみせています。

海外におけるニーズの高まり

HONG KONG
THAILANDTHAILAND

SHENYANG

TIANJIN

CHINA

SHENZHEN TAIWAN

PROMISE（HONG KONG）CO.,LTD.

海外でのコンシューマー

ファイナンスビジネスを通じて

※日本における消費者金融会社に相当

BUSINESS OUTLINE 海外事業
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「お客さまの小口・緊急な資金ニーズに

お応えする」という社会的使命のもと、当

社は金融、保証、海外事業を通じたコン

シューマーファイナンスサービスを提供し

ています。お客さまのニーズに応じて便利

に、安心してご利用いただけるよう商品・

サービスの拡充につとめています。

2012年7月の社名変更を機に、女性5人の

メンバーがまっすぐな想いで、明るく前向

きに、より良いサービスについて自由に意

見を出し合うコンセプトの新CMをスター

トしました。社内でも、新CMと同様に、自

由な発想で新しいサービスを検討する

「もっと！サービス向上運動」（MSU）に

取り組んでいます。イントラネットに開設

した専用コンテンツで、個人やグループで

それぞれの提案やアイデアを投稿します。

その提案は全従業員が共有でき、評価や、

コメントでの意見交換も可能です。提案さ

れた意見は1年で550件を超え、実際に新

たなサービスが生まれました。

「シンシ」に対応すること

お客さまからの「ホームページ

を見ても必要な情報がどこにあ

るかわからない」との声。当社

のホームページを見ると、確か

に新規のお客さま向けのレイア

ウトに見えました。はじめて当

社へお申込されるお客さまと、

既に当社とお取引があるお客さ

まとでは必要な情報が違いま

す。お客さまの「知りたい」にス

ムーズに応えられるよう、ホー

ムページのレイアウトを「はじ

めてのお客さま」「お取引のあ

るお客さま」と別々にするよう

MSUに投稿しました。

「お客さまにとってどうすれば

もっと便利になるか」を中心に

アイデアを練り、どんな些細な

ことも疑問に感じたら周りの仲

間と共有するようにしていま

す。それが良いアイデアに発展

することも。

身近な人には相談しづらいお

金の話だからこそ、お客さまの

不安を安心に変えるため、お客

さまの話を「真摯」にうけと

め、その声や要望に「紳士」に

対応し、「お客さまにとって一

番身近な第三者」でありたいと

思っています。

《もっと！サービス向上運動とは》

社　員
アイデア

提案

社内イントラ
（WEB 社内報）

サービス向上委員会
（経営陣参加）

MSU事務局
アイデアの確認・精査

● アイデアの実現
● フィードバック

東日本お客様サービスセンター　　渋谷 栄一

お客さまの「いま」にフォーカスすること

インターネットから収入証明書

を提出いただいたお客さまへ、

「受領の確認メール」を送るこ

とを提案しました。収入証明書

の受領部署とお客さまの問い合

わせ部署が異なるため、書類到

着状況をリアルタイムに把握で

きず、書類が届いたか心配なお

客さまの声にお応えできない事

を心苦しく感じていたからで

す。お客さまの「今すぐ知りた

い」「今すぐ必要」に迅速にお

応えし、安心してご利用いただ

くために、日ごろからお客さま

の「いま」に注目しています。お

客さまとの会話の中で、お客さ

まが感じる不便や、不安のサイ

ンを察知し、それをヒントに周

囲のメンバーと意見を出し合っ

ています。お客さまの顔が見え

ないサービスセンターだからこ

そ、お客さまのライフスタイル

やご相談に至った背景を具体的

にイメージしながら、「今、お客

さまに何をすれば喜んでいただ

けるか、役立てるか」を常に考え

ています。

西日本お客様サービスセンター　　金丸 弘美

債権管理ノウハウを
活かした事業の強化

与信審査と並んで大きな強みであ

る債権管理・回収のノウハウを活

かした債権管理事業が、当社の金

融事業、保証事業を支えていま

す。2012年4月に、新たに「債権

管理事業部門」を設立し、「管理

センター」における債権管理機能

の強化に努めています。

また、当社の子会社「アビリオ債

権回収株式会社」では、全国の金

融機関等から小口・大口債権を受

託または買取り、債権の管理・回

収を取り扱うサービサー事業を

展開しています。現在、銀行、信

用金庫をはじめとした2,000先

を超える金融機関等との取引実

績を有するとともに、全国6箇所

の営業拠点を通じた幅広いネット

ワークを持ち、事業活動を拡大し

ています。
管理センター

保証事業金融事業

● 債権の管理・回収　● 返済相談

《債権管理体制》

お客さま

もっと！サービス向上委員会WEBへ

BUSINESS OUTLINE 債権管理事業

私たちだからできること
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一般消費者向けセミナー小学校での情報発信

さくら再生チャリティ（東京･千代田区）

聴導犬のデモンストレーション 約束（プロミス）エッセー大賞

約束の杜
実　績
2007年度～
2012年度

事業名 累計

児童養護施設助成事業 3,887,870円

児童自立生活援助事業 3,071,450円

社団福祉法人日本聴導犬協会 4,855,070円

地球温暖化防止の国民運動
「チャレンジ25キャンペーン」に参加

荒川クリーンアップ

交付書面の電子化

お客さまの小口資金ニーズに応えるのが「コンシューマーファイナンス」。

しかし、ご利用にあたっての不安があることも事実です。

私たちは、お客さまの利便性の向上だけではなく、より一層安心して安全なサービスを

ご利用いただけるよう、健全な市場の形成のために日々取り組んでいます。

健全なコンシューマーファイナンス市場の形成

金銭トラブルの未然防止に向けた情報発信・金銭啓発

金銭トラブルの未然防止に向け、消費

者の皆さま自身に正しい金銭知識を身

につけていただくため、マネー情報冊

子の配布、セミナー開催などによる金融

リテラシー向上のための啓蒙活動を積

極的に行っています。

当社は、お客さまが安心してご相談やお取引をしていただ

ける体制として社内資格のマネーアドバイザー（MA）制

度を設けています。MAは、幅広い金融知識や応対スキル

のみに留まらず、コミュニケーション能力や経験なども重

視した評価をもとに認定されます。MAは初めての申込の

時、お取引の過程、それぞれの場面に応じて変化するお客

さまの気持ちを察知し、その気持ちに寄り添った応対・ア

ドバイスを行います。

活気ある社会と笑顔と元気な人々の暮らしの実現

私たちは、地域社会の一員として、人とまちが元気になることをサポートしています。

社会の活性化に貢献し、事業を超えて、地域の皆さまにとって信頼できる存在でありたいと願っています。

当社は、三井住友フィナンシャルグループの一員として、

環境意識の向上を図り、環境保全を心がけた様々な施策を

実行しています。

相談しやすい体制

地域との共生 社会福祉・寄付 協賛活動

地球にやさしい事業活動の推進

地球温暖化防止対策

地域の美化活動

交付書面の電子化

社会のために　私たちができることCSR

※約束の杜･･･社員参加型の社内募金制度
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すべてのステーク　ホルダーに安心を
コーポレート・ガバナンスの確立とコンプライアンス態勢の充実

お客さま本位の徹底

健全経営の堅持

社会発展への貢献

自由闊達な企業風土

コンプライアンス

倫理綱領

当社が信頼される企業市民として社会と共存共栄していくためには、コーポレート・ガバナンスの確立が必

要不可欠と考えています。そのため、コンプライアンス（倫理・法令遵守）を柱として、経営機能の強化並びに

内部統制・監査体制の整備を行うとともに、企業情報の迅速かつ公正な開示により、経営の効率性、健全

性・透明性のさらなる向上に努めています。

全役員・従業員等が守るべき行動の指針として定められた倫理

綱領の中で、コンプライアンスに関する基本的な価値観、精神を

示し、研修指導等により周知徹底を図っています。各部署におけ

る日々のコンプライアンスの推進担当として「コンプライアンス

オフィサー」を任命し、法令違反行為等の未然防止や牽制に努

め、コンプライアンス態勢の充実と強化に取り組んでいます。

従業員を大切な「人財」と位置づけ、教

育、処遇、福利厚生という3つの観点か

ら様々な制度を設け、一人ひとりの能力

を最大限に発揮できる職場環境づくり

を推進しています。

人材育成への取り組み
当社では、性別、国籍、障がいの有無を問わず、それぞれ

がいきいきと働ける組織を目指しています。育児休職者

向けの支援セミナーを開催する等、社員の状況に応じた

就業環境整備にも取り組んでいます。2010年には厚生

労働省が求める次世代育成支援対策推進法に基づく行

動計画の推進が認められ子育て支援企業認定マーク「く

るみん」を取得しています。さらに、職場への理解と、親

子のコミュニケーションを深めてもらう

ことを目的として、2012年8月より、か

ぞくが職場を訪問する「かぞく参観日」

を当社の各拠点にて開催しています。

従業員満足度の高い職場環境の実現

当社では、メンタルヘルスへの取り組み

として、休職・復職対応、メンタルヘルス

教育の企画・推進、産業医・保健師・看

護師との連携による産業医体制の充実、

保健室の設置、安全衛生委員会の開催

など、多彩な活動を展開しています。

充実したEAP（※）体制

※ 従業員支援プログラム（Employee Assistance Programの略）

《従業員の育児休暇取得率》

2010年度 ・・・・ 98.2%  

2011年度 ・・・・ 95.4%

2012年度 ・・・・ 97.4％

取締役会（取締役のうち社外取締役1名）

株主総会

会
計
監
査
人

監
査
役
会
（
監
査
役
4
名
の
う
ち
社
外
監
査
役
2
名
）

監査部

関係会社 各社監査役各社会計監査人

代表取締役社長

執行役員会

コンプライアンス相談窓口

リスク統轄部（全社リスク統括管理）

コンプライアンス推進部署

各部署

各種委員会

経営会議

リスク管理部門 内部監査部門

会計監査 監査役監査

内部監査

選任／解任選任／解任

連係

連係

連係

連係

連携

相談

報告・連絡・相談教育・啓蒙・指導・判断

補
佐

選任／解任

選任／解任 監視

選任／解任

管理

《リスク管理・コンプライアンス態勢》

アドバイザリー
ボード

監査役室

監督官庁
監
督

顧問弁護士
助
言 所属長

各
部
署

コンプライアンスオフィサー

従業員

報告・補佐

報告指示・指導
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SMBCコンシューマーファイナンス株式会社

（SMBC Consumer Finance Co., Ltd.）

1962年（昭和37年）3月20日

140,737百万円

株式会社三井住友フィナンシャルグループ 100%

〒104-0061 東京都中央区銀座四丁目12番15号

TEL.03-3543-7100（代）

消費者金融業

関東財務局長 第00615号

1,867名（男性1,190名、女性677名）

平均年齢：37.58歳 （2013年3月末現在）

1,126店

（有人店舗21店、自動契約（無人）店舗 1,105店）

（2013年3月末現在）

日本貸金業協会

（社）日本クレジット協会 

日本消費者金融協会（JCFA）

（社）日本経済団体連合会

（株）日本信用情報機構

（株）シー・アイ・シー

会社概要

商　　　号

設　　　立

資 本 金

株　　　主

本社所在地

事業内容

登録番号

従 業 員

店　　　舗

加 盟 団 体

株式会社 モビット（※）

アビリオ債権回収株式会社

株式会社 ネットフューチャー

PROMISE（HONG KONG）CO.,LTD.

PROMISE（THAILAND）CO.,LTD.

良京實業股份有限公司

PROMISE（SHENYANG）CO.,LTD.

PROMISE（SHENZHEN）CO.,LTD.

PROMISE(TIANJIN)CO.,LTD.

Promise Consulting Service（Shenzhen）Co.,Ltd.

http://www.mobit.ne.jp

http://www.abilio-servicer.co.jp

http://www.netfuture.co.jp

http://www.promise.com.HK

http://www.promise.co.th

http://www.bangmin-sy.com

http://www.promise-sz.com

http://www.bangmin-tj.com

※持分法適用関連会社（他は全て連結子会社）

2013年3月末現在

国内金融事業

債権管理事業

国内その他事業

海外事業

CORPORATE PROFILE

1962年 3月 大阪市に関西金融設立

1963年 4月 消費者金融を創業

1974年 6月 業界初のコンピュータシステム稼動

1980年 1月 プロミスに商号変更

1983年 8月 業界初の自動与信システム稼動

1989年 8月 台湾に良京實業を設立

1992年 2月 香港にPROMISE（HONG KONG）を設立

1993年 9月 日本証券業協会に株式を店頭登録

1994年 12月 東証2 部に上場

1996年 5月 ネットフューチャー設立

 9月 東証1 部に上場

2000年 5月 三和銀行（現 三菱東京UFJ銀行）との合弁ローン会社モビットを設立。

  9月営業開始。

2001年 3月 パル債権回収（現 アビリオ債権回収）設立

2004年 6月 三井住友フィナンシャルグループ（以下、SMFG）と広範な

  業務提携および資本提携で合意（契約締結は同年9月）

 7月 三井住友銀行を引受先とする第三者割当増資を実施

2005年 10月 タイにてPROMISE(THAILAND)を開業

2007年 9月 三洋信販を株式公開買付により買収

2010年 7月 中国・深圳市にてPROMISE（SHENZHEN）を開業

 10月 三洋信販を吸収合併

2011年 4月 アットローンを吸収合併

 5月 中国・瀋陽市にてPROMISE（SHENYANG）を開業

 12月 SMBCによる当社株式公開買付の実施

  （SMFGグループによる当社の連結子会社化）

  SMFGを引受先とする第三者割当増資を実施

2012年 4月 SMFGによるプロミスの完全子会社化（2012年3月上場廃止）

 7月 SMBCコンシューマーファイナンスに商号変更

  （プロミスはサービスブランドへ）

 8月 中国・深圳市にてPromise Consulting Service（Shenzhen）を開業

2013年 3月 中国・天津市にてPROMISE（TIANJIN）を開業

沿　革 グループ会社

※本社所在地：歌舞伎座タワー（22階～29階） 協力：松竹㈱・㈱歌舞伎座


