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1消費者金融業界においては、大手のシェアが拡大する一方で、銀行や外資系ノンバンクといった他業態からの新規参入に

より、市場に急速な変化の波が押し寄せています。こうした変化に対し、プロミスはどのように対応しているのでしょうか？

一連の事業環境の変化のなか、プロミスはさらなる業容の拡大とプロミスグ

ループの金融事業基盤の強化をめざし、中堅消費者金融会社の買収や金融機

関との合弁事業に着手しました。まず、1999年12月に三和銀行と合弁で

個人向けローン会社を設立することを発表しました。この合弁会社はプロミ

スの与信・回収ノウハウ、三和銀行のブランド力・チャネル展開を結集して相

乗効果を高め、新しい顧客層を開拓、創造していきます。

さらに、プロミスは積極的にM&Aを推し進めています。本年6月より出

資法※の上限金利が、40.004％から29.2％に引き下げられました。当社

の上限金利はすでに25.55％で直接の影響はありませんが、大蔵省に業務報告書を提出している約6,400社に及ぶ消費者金融

会社のうち、29.2％以下の金利で貸し付けを行っているのは10数社だけです。つまり、大手を除くほとんどの会社は、金利引

き下げとコスト削減を早急に迫られているわけです。そして、安定した資金調達をすることが困難な中堅消費者金融会社の淘汰に

拍車がかかり、業界再編が活発になるものと予想されます。プロミスはこの機会をさらなる成長への大きなビジネスチャンスと

捉え、果敢に戦略的M&Aを進めていきます。すでに業界の中堅であるリッチ株式会社（2000年3月末日現在の営業貸付金残

高：615億円）と株式会社シンコウ（2000年3月末日現在の営業貸付金残高：317億円）の株式を100％取得しました。改正

出資法のもと、今までに培ってきたプロミスのノウハウをフルに活用することで収益力を高め、グループ全体の業績を向上させ

ていきます。

4 PROMISE

新たな飛躍を目指して、果敢に挑戦を続けるプロミス

■出資法※
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」。1999
年12月の改正により、金銭の貸し付けを業として行う場合、上限金
利を年29.2％とし、これを超える金利で契約、利息を受領した時に
は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処すると定められ
た。2000年6月1日より施行。

0

30

40

50

60

0099989796959493929190898887

出資法上限金利�

プロミス貸付上限金利�

(’86/11)
54.75

39.5

’87/4

’88/3

’89/9

’95/10

36.5

32.0

29.2

25.55

(’91/11)
40.004

(’00/6)
29.2

年�

（%）�

貸付上限金利低下の推移

An Interview with the President
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新しく設立された合弁会社では、プロミスの与信・債権管理ノウハウと、三和銀行のブランドイメージ・チャネル展開力が
融合されます。両者にとって提携するメリットは大きいと思いますが、新合弁会社設立の目的、経緯などを、詳しく聞かせ
ていただけますか？

まず、合弁会社設立の最も大きな理由は、これまでのマーケティングでは開

拓できなかった「新たなマーケットの創造」です。つまり、資金が必要でも消

費者金融会社は利用したくない、という層を対象としています。給与所得者

に対するアンケートで、2人に1人は「資金が必要でも消費者金融を利用し

たくない」と回答していますから、給与所得者全体の約半数が潜在顧客とな

ると推測されます。したがって、新合弁会社が三和銀行のブランドイメージを

鮮明に押し出し、さらに三和銀行の全国にまたがる支店やATMを活用でき

れば、新たに大きな需要を創造できる可能性があります。現時点ではそのマ

ーケット規模は明確に把握できませんが、業界他社に先駆けて取り組むことで、先行者メリットが享受できる見通しです。

新合弁会社の社名は、Money、Mobileの“MO”とデジタル情報の最小単位である“BIT”を組み合わせた「モビット（MOBIT）」で

す。「モビット」は店舗を持たずに、インターネット、電話をはじめ、コンビニエンスストアなどに設置する新型マルチメディア端末

機を融資申し込みチャネルとして活用し、プロミスと三和銀行のATM網を入出金に利用することで、徹底したローコストオペレ

ーションを実現し、収益を確保していきます。

三和銀行との提携に関して、ブランドイメージの他にもう一つ付け加えておきたいのですが、「モビット」という社名の由来が示

唆しているように、将来的にはICカードを中心とする新しいテクノロジーを利用した展開も視野に入れています。このような分野

では、プロミス単独よりも三和銀行と共同で取り組むほうが、より効率的かつ迅速と判断しています。
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株式会社　モビット（MOBIT C0., Ltd.）�

2000年5月17日�

100億円�

株式会社 三和銀行　　50億円�

プロミス 株式会社　　40億円�

株式会社 アプラス　　10億円�

商　　号�

設　　立�

資 本 金�

株主（出資額）�

2000年9月下旬（予定）�営業開始�

モビットの概要
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プロミスではVI（ビジュアル・アイデンティティ）を導入し、コーポレートマークを一新しました。これに伴い、店舗看板、テレ
ビコマーシャルを新しくしましたが、具体的な効果は表れていますか？また、「プロミスJCBカード」を1999年6月に発行し
ましたが、この提携カード発行の目的や効果はどんな点にありますか？

VI導入を決定した背景には、各種調査の結果、プロミスの『認知度』※は9割

を超える高い水準ながら、『再生想起率』※※が満足のいくものではなかったこ

とがあります。このため「ブランド力の強化」が喫緊の問題と痛感したわけで

す。このVI導入の効果は数字に明確に表れてきています。新規顧客の獲得

数は1999年4月から6月までが前年同期比11.1％のマイナスでしたが、

ちょうどこの時期は1月から始まった看板の切り替え時期にあたっていまし

た。6月に看板の切り替えが完了し、それと同時に開始した「黄色い看板プ

ロミス」を訴求する新たなテレビコマーシャルとの相乗効果により、新規顧

客数は右肩上がりとなりました。1999年7月以降の9カ月間では前年同期比16.8％増と躍進し、融資の申込件数はこれを上

回る伸びを見せ、明確にVI効果が確信できるようになりました。今後も効果的な広告宣伝を行い、ブランド力のさらなる強化に

努めます。

「プロミスJCBカード」は、今までキャッシング機能だけであったプロミスカードにクレジッドカード機能を付加し、利便性を高

めました。このカードは既存顧客の継続利用を第一の目的としており、発行開始の1999年6月から2000年3月までに発行さ

れた枚数の81.7％が既存顧客向けという結果でした。プロミスJCBカードを保有する顧客の残留率※※※は、全体の残留率を若

干上回り、既存顧客の継続利用、融資残高の増加に貢献していることがわかっています。

■認知度※
「プロミスを知っていますか」という質問に対して「知っている」と答える確率。

■再生想起率※※
「消費者金融会社のなかで知っている会社をあげてください」という質問に
対して「プロミス」と答える確率。

■顧客の残留率※※※
たとえば1年前に融資を受けた顧客が100人いたと仮定し、そのうち現在で
も借り入れがある顧客が80人残っていれば、1年間の残留率は80％となる。
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このところ2年連続して自己破産申請者数が10万件を超え、1999年は約12万2千件と前年に比べて18％の増加となっ
ています。この影響でプロミスでも貸倒費用が増加傾向にあると聞きますが、どのような対策を講じていますか？

貸倒費用抑制の施策として、昨年4月に本社人員の2割に当たる約100名

を債権管理部門に配置転換し、初期延滞に対する督促から貸倒債権の回収に

いたるまで、きめ細かい対応ができるよう、管理体制を強化しました。さら

に、昨年6月に与信システムを全面的に改良し、与信の精度を高め、新規申

し込み時のスクリーニングを従来以上に厳正なものにしました。また、従来

より3カ月に1回は全顧客の信用状況を見直し、債権の不良化を未然に防ぐ

よう努力を続けています。このため、国内全体では自己破産が急増したにも

かかわらず、2000年3月期は無担保ローンの貸倒償却率が前期の2.81％

から2.72％へと低下しています。厳正な与信管理ときめ細かい債権管理に

よって、自己破産が急増するなかでも、当社は貸倒償却率を一定の水準以下

に維持しています。

9/5
最終入出金日

（例）

営業債権 貸倒債権管理債権

9/30
支払期日

10/30
移管

無入金30日を経過 無入出金6カ月目

翌年3/1～3/31
貸倒償却

（注）死亡・自己破産による免責等の債権放棄分以外の貸倒債権は、管理を継続します。
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従来、社債によって調達した資金を営業貸付金に充当することは認められていませんでしたが、1999年5月に施行された
ノンバンク社債法※によって、資金使途の制限を設けない社債の発行が解禁となりました。これに伴い、プロミスの資金調
達の方法に変化はありましたか？

1999年5月のノンバンク社債法施行を受けて、大手消費者金融会社の資

金調達環境は大きく変化してきました。プロミスもこれを受けて、社債発行

による直接調達へのウエイトを高めています。1999年3月末の普通社債

発行残高は600億円でしたが、2000年3月期は1年間で1,250億円を

発行しました。また、5年物、6年物、7年物、10年物と償還期間の異なる

社債を発行し、将来の償還が一時に集中しないようにしています。

同時に借入金の返済を進めたこともあって、2000年3月末での直接調

達比率は前期末の8.3％から飛躍的に高まり、21.3％に達しました。今後

はこの比率を30％程度にまで高め、調達方法を多様化し、長期かつ安定した資金調達の基盤を整えていく計画です。さらに、金

融機関からの借入金に関しては、現在、市中金利が最低水準であるため、調達金利の固定化を積極的に推し進め、金利上昇リスク

が大きく緩和されています。その結果、2000年3月期末の総資金調達額に占める実質固定金利調達比率※※は86.6％となって

います。
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主な格付け機関によるプロミスの格付けの状況

■ノンバンク社債法※
1999年5月20日に施行された「金融業者の貸付業務のための社債の発行
等に関する法律」。従来、出資法によりノンバンクは営業貸付金への充当目
的の社債発行を禁止されていたが、この規制を、資本金10億円以上の会
社、情報開示の充実など一定の基準を満たす会社に解禁するもの。

■実質固定金利調達比率※※
実質固定金利調達比率＝（固定金利＋金利スワップ・キャップ＋普通・転換社債）／調達金額
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加速度的に進展をとげるインターネット社会に対応するため、プロミスは今後どのように事業を展開していくのでしょうか？
また、その他の事業計画についてもお聞かせください。

プロミスは、今後ITの戦略的な活用が極めて重要と考えています。その一環

として1998年6月、ウェブサイトにバーチャル店舗「サイバーショップ・プ

ロミス」を開設しました。融資申し込み、残高照会などができるようになって

おり、月間15万件以上のアクセスとなっています。さらに、モバイル性を高

めるために、1999年10月からは、携帯電話のiモード機能からのアクセス

も可能になりました。電子署名や電子認証の法制化が実現されれば、従来の

申し込みだけでなく、契約もすべてインターネット上で行えます。時間、場所

の制約がなくなることにより、ますます利便性が高まって、利用者が増大す

ると期待されます。このようななか、本年4月からネットビジネス関連の専任の部署を設置して本格的に体制を整え、アットニフ

ティへの提携バナー広告などの広告宣伝も積極的に行っていきます。

また、今期にはさらなる成長に向けて、事業の多様化を図ります。今までに消費者金融で培ってきた与信・債権管理ノウハウを

活かしてサービサー※事業を開始する予定です。法改正で消費者ローンの不良債権も対象に含まれれば、大きな需要の拡大が見

込まれるので、先行してこの事業に取り組むことにしました。このように、これからも、ビジネスチャンスを俊敏に捉え、信条とす

る「スピード経営」を実行していきます。

■サービサー※
貸付債権等の回収を代行する債権回収専門業者のこと。1999年2月1日施
行の「債権管理回収業に関する特別措置法（サービサー法）」で、従来、弁
護士にしか認められていなかった債権回収が民間業者にも解禁された。


