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The Basis:

Marketing
2006年12月の改正貸金業規制法の成立・公布により、消

費者金融業界を取り巻く事業環境の大きな変化が見込まれ

ます。かつてない厳しい状況に直面することとなりますが、

プロミスは新たな事業環境に適応した企業体質を構築する

ため、いち早く様々な取組みを始めました。法制度の変更

という事実を踏まえ、プロミスは営業基盤の再強化に乗り

出しています。

プロミスの営業基盤



1 改正貸金業規制法が成立・公布

貸金業者が遵守すべき法律として、日本には「出

資の受け入れ、預り金及び金利等の取締りに関する

法律」（出資法）と、「貸金業の規制等に関する法律」

（貸金業規制法）の2つがあります。出資法は貸付金

の上限金利を年率29.2％と定めたもので、これに

違反すると罰則が科せられます。貸金業規制法は、

貸金業を営むうえで事業者が守るべきルールを細か

く規定したもので、年率20%を上限とする利息制

限法を超えての金利支払いを有効とする条項などが

定められています。

2006年は多重債務問題や、出資法上限金利の適

用範囲を厳密に解釈する上級審の判決などが、新

聞・テレビなどのメディアで大きく取り上げられ、

貸金業規制法を一層強化すべきとの機運が強まりま

した。その結果、国会において貸金業規制法の改正

が成立し、2006年12月に公布されました。

総量規制の導入と上限金利の引下げ

改正貸金業規制法のポイントは、①貸金業の適正

化、②過剰貸付の抑制、③金利体系の適正化などで

す。①は公布後1年以内に予定されている本体施行

の際、新貸金業協会による自主規制強化、取立てな

どの行為規制の強化、業務改善命令の導入などが実

施されます。なお、同時に法律の名称が「貸金業法」

に改められます。②は顧客の総借入残高を年収の

1/3以内とする総量規制の導入です。本体施行から

2年半以内の導入を予定していますが、その準備段

階として、指定信用情報機関制度が本体施行から1

年半以内に開始されます。③は出資法の上限金利を

利息制限法の水準に引き下げるものです。また、み

なし弁済が廃止されるため、これ以後の貸付金に関

しては利息返還請求のリスクがなくなります。

法制度が変わる
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貸金業規制法の改正概要

改正貸金業規制法の施行スケジュール

貸金業の適正化
参入条件の厳格化、貸金業協会の自主規制機能強化
行為規制の強化、業務改善命令の導入

（2006年12月20日公布）

公布より1年以内

公布 本体施行 インフラ整備
公布より概ね3年を目処 

金利引下げ・
総量規制

罰則強化等⇒ヤミ金融対策の強化
取立規制の強化・業務改善命令導入・
新貸金業協会設立など

貸金業務取扱主任者の試験開始・
指定信用情報機関制度発足・
財産的基礎要件引上げ（純資産）

本体施行より1年半以内

本体施行より2年半以内

過剰貸付の抑制
指定信用情報機関制度の創設
総量規制の導入（総借入残高は年収の1/3以内）

金利体系の適正化
上限金利の引下げ（出資法の上限金利を20％とする）
みなし弁済の廃止

ヤミ金融対策の強化 ヤミ金融に対する罰則の強化

多重債務問題に対する政府をあげた取組み 政府の関係省庁相互の連携強化

＜参考＞
・利息制限法：金銭の貸借における利息を制限した法律。その上限金利は年率20％（元本10万円未満）、年率18％（元本10万円以上100

万円未満）、年率15％（元本100万円以上）とされている。
・みなし弁済：利息制限法の上限金利を上回る利息の支払いであっても、債務者が任意で支払う場合はそれを有効とすること。任意の支払

いとみなす条件は、貸金業規制法に規定されている。



2 プロミスはこれまでも新たな収益構造の確立を視

野に入れてきましたが、新たな法制度に対応した事

業基盤の構築を進めます。具体的には、①三井住友

フィナンシャルグループ（SMFG）との提携事業強

化、②新事業による収益の多角化、③無担保ローン

事業の再構築、④海外事業の拡大などの実施により、

再び成長路線への回帰を目指します。

SMFGとの戦略的提携は不変

プロミスとSMFGは、2004年6月に戦略的提携

に合意し、SMFG傘下であったアットローンを業務

提携における合弁会社と位置づけ、2005年1月に

は同社をプロミスの連結子会社としました。そして

2005年4月に、プロミス、三井住友銀行（SMBC）、

アットローンの3社が共同で開始したカスケード事

業（個人向け提携ローン事業）は、2007年3月末

で営業貸付金残高が2,760億円と順調に拡大してい

ます。消費者金融業界を取り巻く環境の変化に対応

し、カスケード事業のスキームを一部見直しました

が、事業開始当初のコンセプトに変更はありません。

すなわち、「プロミスとSMFGはそれぞれを戦略的

パートナーと位置づけ、双方のブランド、顧客基盤、

ノウハウ等の融合により、お客様の健全なファイナン

スニーズに、的確かつ迅速に応えていく」というも

のです。SMBCの店舗内に設置されているカス

ケード事業のローン契約機は、2007年3月末で

623台を数えますが、今後は地方都市を中心に

SMBCの店舗以外（駅構内、商業施設等）にも設置

される見込みです。

事業基盤を変える
The Basis:
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審査

融資

審査

融資

保証

カスケード事業における新たなスキーム

貸付金利帯
8～12％

貸付金利帯
15～18％



提携事業のスキームを一部見直し

カスケード事業の特色は、共通のチャネルから3

社のローン商品を申し込めることですが、2007年2

月の一部スキームの見直しによって、SMBCとアット

ローンの商品に絞ることになりました。しかし、

SMBCとアットローンが提供する商品に対して、プ

ロミスが信用保証をすることに変わりはありません。

カスケード事業に代表されるプロミスグループの

保証事業は急速に拡大しています。保証提携先は、

SMFG傘下のジャパンネット銀行、地方銀行8行と

なり、保証事業収益は、前期34億32百万円、当期

63億58百万円となりました。保証事業では、プロ

ミスの消費者金融におけるノウハウが駆使されてお

り、提携先にとって欠かせない要素となっています。

注記：地方銀行8行
北日本銀行、北越銀行、岐阜銀行、沖縄銀行、きらやか銀行、
みなと銀行、長野銀行、福井銀行

提携による新事業の立上げを加速

プロミスは収益の多角化を目指して、新事業の立

上げを加速させています。2007年に入ってから、

①株式会社ライブドアとの業務提携によるインター

ネットショッピングモールの運営事業、②株式会社

インデックス・ホールディングスとの共同出資会社

によるインターネット上の資金決済・金融サービス

事業、③カーコンビニ倶楽部株式会社買収による自

動車関連サービス事業、などへの参入を表明してき

ました。従来よりプロミスは消費者金融サービスに

特化して事業を展開してきたため、これらの新事業

に対するノウハウの蓄積はありません。そのため新

事業は提携先との連携を深め、提携先のノウハウを

活用することで拡大を目指します。もちろん、親会

社としての適切なチェックを欠かすものではありま

せん。
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＜注記＞パルライフはプロミスの100％子会社   

2007年に発表した新事業の概要

2007年1月 インターネットショッピングモールの運営 株式会社カウイチ
 パルライフの

   100％子会社

2007年4月 インターネットにおける資金決済・金融サービスの提供 株式会社インデックス・クリエイト 
パルライフが

   51％出資

2007年5月 カーメンテナンスのフランチャイズ運営 カーコンビニ倶楽部株式会社
 パルライフの

   100％子会社

2007年5月 中古車ネットオークション 株式会社カーイチ
 パルライフの

   100％子会社

発表時期 事業主体 プロミスとの関係事業内容



新事業から派生する金融ニーズに応える

新事業立上げの目的は、消費者の様々な生活シーン

における資金決済やローンに対するニーズに、直接

アプローチするビジネスモデルの開発にあります。

例えば自動車関連サービス事業であれば、板金修理

や中古車購入で高額の資金ニーズが発生したとき

に、的確なローン商品を提供するというスキームで

す。この新事業に金融サービスを提供する会社とし

て、プロミスが100％出資しDoフィナンシャル

サービスを新たに設立しました。2007年7月より

事業を開始し、第一弾として、ネットオークション

を手掛けるカーイチを通じ、中古車を購入する顧客

にローン商品を提供しています。今後も順次、新事

業に適した金融商品の開発を予定しています。

消費者との接点を増やす新事業は、今後も多様な

領域で開発を進めていく方針です。しかしプロミス

の収益の源となるのは、新事業から派生する金融

サービスのため、それに即した事業ポートフォリオ

を構築していきます。こうした展開により、Doフィ

ナンシャルサービスは事業開始から4年目の2011

年3月末に、金融商品の取扱残高1,200億円を目指

します。

The Basis:
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Doフィナンシャルサービスの概要

新事業戦略の概要

名称 株式会社Doフィナンシャルサービス

消費者

商品・サービスの提供

決済ニーズのある顧客を紹介

決済ニーズの発生
ニーズに対応した
金融商品の提供

主な事業内容 割賦購入あっせん業、貸金業

設立年月 2007年2月

事業開始時期 2007年7月

資本金 10億円

従業員数 48名

株主構成

プロミスグループ新事業

プロミス株式会社100％

カウイチ
インターネットモールの運営

カーイチ
中古車ネットオークション事業

カーコンビニ倶楽部
自動車トータルアフターサービスのFC事業

インサイト
不動産賃貸関連事業

インデックス・クリエイト
インデックスグループの商品販売等

その他提携先
（現在開発中）

Doフィナンシャルサービス

クレジットカード

ショッピングクレジット

カードレス代金決済

フリーローン

目的ローン

その他



無担保ローン事業の再構築

プロミスの主力事業である無担保ローンは、法定

上限金利の引下げと総量規制の導入によって、今後

2～3年は営業貸付金残高の拡大が見込みにくい状

況にあります。そこでプロミスは、新たな法制度に

耐えうるコスト構造への転換を図るべく、早期の改

革に乗り出します。具体的には、下表の施策を

2008年3月期に実施し、中期的には金融費用と貸

倒費用以外で、単体ベースで年間約400億円のコス

ト削減を目指します。

下表について補足すると、③におけるクオーク

ローンとサンライフの債権は、その内容によってプ

ロミスとパル債権回収（連結子会社）に譲渡します。

なお債権譲渡に適さない一部の債権は、両社におい

て引続き債権回収業務を行います。⑤は広告媒体の

見直しによる広告宣伝費の削減、システムの開発・

保守費用の見直しによるITコストの削減をはじめ、

グループ全体のあらゆるコストを見直す方針です。

与信基準の見直しと海外事業の拡大

無担保ローンで安定した収益を生むには、貸倒費

用の適正化が不可欠ですが、これは与信基準の見直

しで対応していきます。法定上限金利の引下げは、

改正貸金業規制法の本体施行から2年半以内となっ

ています。そのスケジュールの中で貸倒発生状況を

踏まえ、徐々に事業環境に適応した与信モデルを確

立していく方針です。

海外事業については、香港およびタイで消費者金

融事業を展開していますが、さらに海外におけるプ

レゼンスを高めるため、その他アジアの国への進出

も現在検討しています。なお、台湾にて商業銀行に

よる消費者向け小口ローンの保証業務を行っていた

普羅米斯顧問股　有限公司（連結子会社）は、低迷

する業績の回復が見込めないため、2007年4月に

解散しました。
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2008年3月期のコスト削減施策

①集中センターの統合
全国8ヵ所の自動契約機受付センターをコンタクトセンター2ヵ所に集約
2ヵ所のコンタクトセンターの機能を集約

②チャネルの統廃合
有人店舗413店を286店に削減（無人化103店、廃止24店）
無人店舗1,057店を959店に削減（有人店の無人化含む）

③消費者金融子会社の再編
クオークローン、サンライフの貸付の中止と債権の移動
両社の有人・無人店舗、自動契約機受付センターを全廃

上記3施策による余剰人員は、グループ内で適正配置
中期的には1,000人程度の人員を削減

広告宣伝費、IT関連費用などのコスト削減

④人員の適正化

⑤その他

代粉
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