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連結子会社および持分法適用関連会社
（2009年3月31日現在）

名称 住所 資本金 主要な事業の内容 議決権の 注記所有割合

三洋信販株式会社 福岡市博多区 16,268百万円 消費者金融事業 100.0% 1, 4(100.0%)

アットローン株式会社 東京都港区 10,912百万円 消費者金融事業 50.0% 1

ポケットカード株式会社 東京都港区 11,268百万円 クレジットカード事業 42.0% 1, 4, 5(42.0%)

株式会社Doフィナンシャルサービス 東京都港区 5,000百万円 信販事業 100.0%

株式会社エージーカード 福岡市博多区 400百万円 クレジットカード事業 66.0% 4(66.0%)

パル債権回収株式会社 東京都千代田区 500百万円 債権管理回収事業 100.0%

三洋信販債権回収株式会社 東京都港区 500百万円 債権管理回収事業 98.6% 4(98.6%)

三洋アセットマネジメント有限会社 東京都港区 3百万円 債権管理回収事業 100.0% 4(100.0%)

株式会社パルライフ 東京都千代田区 3,000百万円 不動産管理事業 100.0%

株式会社ネットフューチャー 東京都千代田区 390百万円 テレマーケティング業、ATMの 100.0%保守・管理業、システム開発

朝日エンタープライズ株式会社 東京都千代田区 63百万円 三洋信販株式会社への投資 100.0%

ポケット・ダイレクト株式会社 東京都港区 40百万円 保険代理店業・通信販売業 42.0% 4, 5(42.0%)

買う市株式会社 東京都港区 240百万円 インターネットによる 100.0% 3, 4各種情報提供サービス業 (100.0%)

PROMISE (HONG KONG) CO., LTD. 中国 香港 45 消費者金融事業 100.0%百万香港ドル

良京實業股　有限公司 台湾 台北市 290 債権管理回収事業 100.0%百万台湾ドル

PROMISE (THAILAND) CO., LTD. タイ バンコク 560 消費者金融事業 100.0%百万タイバーツ

名称 住所 資本金 主要な事業の内容 議決権の 注記所有割合

株式会社モビット 東京都新宿区 20,000百万円 消費者金融事業 50.0% 2, 4(5.0%)

(注) 1. 特定子会社です。
2. 共同支配企業です。
3. 買う市株式会社は、2008年11月１日付で株式会社カウイチより商号変更を行いました。
4.「議決権の所有割合」欄の（ ）内は間接所有割合です。
5. 持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものです。

連結子会社

持分法適用関連会社

份
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会社情報
（2009年3月31日現在）

会社概要

本社： 〒 100-0004 東京都千代田区大手町 1-2-4
Tel： (03) 3287-1515
URL：http://cyber.promise.co.jp/

設立： 1962年 3月 20日

事業年度： 4月 1日～ 3月 31日
資本金： 80,738百万円
従業員： 2,911名
監査法人： 東陽監査法人
上場証券取引所： 東京証券取引所市場第一部

（千株／ %）

氏名または名称 所有株式数 発行済株式総数に対する割合

株式会社三井住友銀行 27,926 20.71
神内良一 10,000 7.41
神内由美子 8,644 6.41
モックスレイ・アンド・カンパニー 5,727 4.25
日本トラスティ･サービス信託銀行株式会社（信託口 4G） 4,346 3.22
ノーザントラスト カンパニー（エイブイエフシー）サブ アカウント アメリカン クライアント 4,316 3.20
住友信託銀行株式会社 4,000 2.97
ナッツクムコ 3,897 2.89
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,624 2.69
ノーザントラスト カンパニー エイブイエフシー リ フィデリティファンズ 3,135 2.33
計 75,620 56.07

注：1. 当社は自己株式 8,051千株を保有していますが、上記の「大株主の状況」からは除外しています。
2. 住友信託銀行（株）の所有株式数には、退職給付信託として日本トラスティ・サービス信託銀行（株）に拠出している株式 3,600千株を含んでいます。
3. 大量保有報告書の提出および大量保有報告書の変更報告書にて、株式所有の報告を受けているもので、当社として当事業年度末の実質所有株式数の確認ができず、上
記の大株主の状況には含めていないものは以下の通りです。

（千株 ／ %）

氏名または名称 保有株券等の数 株券等保有割合

ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピー 6,378 4.73

トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシー 6,561 4.86

ゴールドマン・サックス証券株式会社 74 0.06

ゴールドマン・サックス・インターナショナル 4,328 3.21

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー 39 0.03

フィデリティ投信株式会社 6,556 4.86

エフエムアールエルエルシー 12,816 9.50

テンプルトン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー 2,474 1.83

テンプルトン・グローバル・アドバイザーズ・リミテッド 553 0.41

フランクリン・テンプルトン・インベストメント・マネジメント・リミテッド 2,167 1.61

フランクリン・テンプルトン・インベストメンツ・コープ 4,386 3.25

フランクリン・テンプルトン・ポートフォリオ・アドバイザーズ・インク 433 0.32

なお、上記の報告により、エフエムアールエルエルシーは 2008年 9月 30日現在の総株主等の議決権の数に基づく総株主等の議決権に対する割合が、10.11%と
なったため、2009年 4月 6日付で臨時報告書（主要株主となるもの）を提出しています。

4.「所有株式数」は、千株未満を切り捨てて記載しています。

株主データ

株式数 発行可能株式総数： 300,000,000株
発行済株式総数： 134,866,665株

株主数 12,835名
株主名簿管理人 住友信託銀行株式会社

〒 541-0041 大阪市中央区北浜 4-5-33
大株主の状況
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プロミスの企業情報サイト http://www.promise.co.jp/corporate/

■ニュースリリース
組織変更・人事異動、業績・株式・配当、

提携・合併・買収など最新のリリースを

ご覧いただけます。

■会社案内
社長メッセージ、企業理念とビジョン、

経営戦略、プロミスの特徴などについて

説明しています。

■IR情報
■CSR
社長メッセージ、CSRへの取り組み、プ

ロミスが考えるCSRと実践する上での

考え方を説明しています。

■採用情報
■Q&A
消費者金融業界、プロミスの戦略や事業

などに関するご質問にお答えします。

プロミスのIRサイト http://www.promise.co.jp/ir/

■経営方針
トップメッセージ：
代表取締役社長の神内博喜より株主・投

資家の皆様へのメッセージです。

事業戦略：
プロミスの経営戦略について説明して

います。

事業環境：
貸金業に関わる法律と法改正について

説明しています。

業界動向：
消費者金融業界の動きについて説明し

ています。

コーポレート・ガバナンス：
基本方針、コンプライアンス、危機管理

体制などについて説明しています。

リスク情報：
主なリスク事項について説明してい

ます。

その他：
情報公開についての基本姿勢、適時開示

に係る宣誓書、役員一覧をご覧いただけ

ます。

■財務・業績ハイライト
収益性・効率性指標、健全性・安定性指標、

1株あたりの指標、主要グループ会社業

績ハイライトがご覧いただけます。

■IR資料室
決算短信、有価証券報告書、決算補足資

料・月次データ、アニュアルレポートな

ど各種資料をご覧いただけます。

■株式・社債情報
株主総会、株主の概要／株主の状況、配

当履歴、格付・社債情報など各種資料を

ご覧いただけます。

■個人投資家の皆様へ
プロミスの事業内容や特徴をよりご理

解いただけるよう、わかりやすく紹介し

ています。

■IRカレンダー
決算発表や株主総会などのスケジュール

と活動履歴を掲載しています。

■アナリスト一覧
プロミスを担当しているアナリストの

一覧を掲載しています。
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〒100-0004 東京都千代田区大手町1-2-4

Tel: 03-3213-2545（広報部）
URL: http://cyber.promise.co.jp/

E-mail: ir@promise.co.jp


