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営業収益（億円）

第40期�
（01.3）�

第41期�
（02.3）�

3,596

2,927

連結� 単体�
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3,909
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当期純利益（億円）

第40期�
（01.3）�

第41期�
（02.3）�

648 635 629 612 607 614

415

493

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

連結� 単体�

株主資本（億円）

第40期�
（01.3）�

第41期�
（02.3）�

5,175 5,013

5,748
5,528

6,181 5,972
6,366 6,240

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

連結� 単体�

第43期決算ハイライト●連結・単体

ごあいさつ

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び

申しあげます。このたび当社は、第43期（2003年４月１日から

2004年３月31日まで）を終了いたしました。ここに事業報告書

をお届けするにあたり、一言ごあいさつ申しあげます。

当期におきましては、ようやく国内景気に回復の兆しが見え

始めたものの、長引く雇用・所得環境の低迷を背景に、自己

破産や法的債務整理等の影響から脱することができず、多額

の貸倒費用の計上を余儀なくされ、残念ながら前期比で減収

減益となりました。

このような厳しい経営環境下ではありますが、当社では、

株主の皆様のご期待に応えるべく、経営の基本である「プロ

ミスビジョン」のもと、「不良債権の極少化」と「お客様とのリテ

ンション（維持継続）強化」のほか、収益力強化のための構造

改革にグループをあげて取り組んで参る所存です。

株主の皆様におかれましては、なにとぞ今後とも格別のお力

添えを賜りますようお願い申しあげます。

2004年6月

神内 博喜

株主の皆様へ

代表取締役社長　



2003年度の成果

■依然として厳しい経営環境
長らく停滞していたわが国の経済は、設備投資や輸出

を牽引役として、製造業から非製造業へ、また大企業

から中小企業へと徐々に景気回復の波が広がり始めて

います。消費も増加傾向に転じ、一般家計においても

明るい兆しが出てきました。

しかしながら、当社グループの主力事業である消費者

金融事業を取り巻く環境は依然厳しく、直近では自己

破産申立件数に減少傾向が見られるものの、貸倒償却

は高水準のまま推移し、また、債権の不良化対策として

与信水準を抑制気味にした結果、市場規模の拡大も緩や

かなものとなりました。

■安定した収益基盤の確保を図る
経営環境が厳しい中で、安定した収益基盤を確保し、

ステークホルダーの方々のご期待に沿った利益を上げる

ために、「不良債権の極少化」と「お客様とのリテンション

強化」を重点課題として、新たな施策の導入や債権管理

の強化、コスト削減などに積極的に取り組みました。

当期に行った施策のポイントを挙げますと、組織再編

及び新型ローン申込機の導入による営業力の強化、

債権内容の質的向上と債権管理体制の強化、ネットワー

クの拡充によるお客様の利便性の向上、信用保証事

業や自社ATMネットワークの解放といった新たな収益

基盤の確保の4点です。

■安定成長を目指した構造改革
消費者金融業界は、自動契約機の導入による急成長

が一巡した後は市場全体が伸び悩んでおります。また

長期にわたる景気の低迷から不良債権の増加、債権管

理コストの急増につながり、さらに他業種からの参入

による競争激化も加わって、これまでのような急成長

は困難になりつつあります。

このような中、当社グループにおいては、将来的な

安定成長を目指して構造改革に取り組んでおり、当期に

おいても大きな施策を実行しています。１つは信販子

会社の売却であり、もう１つは希望退職制度の実施です。

当社グループの一員であった信販会社２社、ジーシ

ー株式会社と株式会社みつわ会は、現在の収益力に

大きな問題はありませんが、中長期的にはICカード化

対応に向けたシステム投資が企業規模に比して莫大な

負担になる可能性がありました。また、希望退職制度の

実施は、1980年代前半の急拡大期に当社で大量に採用

した従業員が、全体の年齢構成上大きなウエイトを

占めていることによる長期的な人件費の増加、ポスト

不足による若手従業員のモチベーション低下等の懸念

に対するものです。

こうした低採算の投資や事業を圧縮し、さらに将来

負担を極小化することで、グループの体質強化を図る

ことが将来の成長への布石になると判断しました。

利便性を追求した「お客様支持No.1」の
サービスで、収益力の強化を図ります。
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■当期の連結業績
こうしたさまざまな取り組みにもかかわらず、当期の連

結業績は、収益面では、主力事業である消費者金融事

業において営業貸付金残高が微減した結果、営業収益

が前期比196億38百万円減少し、3,909億80百万円（前

期比4.8％減）となりました。利益面では、自己破産申立

件数の増加等を背景とした貸倒関連費用の増加がコス

ト削減効果を上回ったことから、経常利益が前期比181

億71百万円減少し、898億58百万円（同16.8％減）となり

ました。当期純利益につきましては、ジーシー株式会社

の全株式譲渡に伴う連結上必要な調整を行ったほか、

希望退職制度実施に伴う特別損失を計上した結果、前

期比191億40百万円減少し、415億76百万円（同31.5％

減）となりました。

「パーソナル・メインバンク」を
目指した3つの戦略

■経営の基本は「プロミスビジョン」
当社グループにおける経営の基本にあるのが、「プロミ

スビジョン」です。これは、事業領域を消費者金融サービ

スに「特化」し、お客様のニーズや時代の変化に合わせ

てビジネスを「深化」させ、お客様との関係を「借りる・貸

す」から「活かす・助言する」というリレーションシップへと

「進化」させていくものです。つまり、お客様一人ひとりに

財務面からアドバイスやサポートができる「パーソナル・メ

インバンク」を目指して、当社グループは全力で取り組ん

でいるわけです。当期の信販会社ジーシー株式会社の

譲渡も、この方針に沿ったものです。

当社グループでは、中長期的には下記の３つの戦略

を展開しています。

特に、「金利のフルライン化」戦略では、お客様のさまざ

まなニーズに即応すべく、当社における貸付年利率17.8

～25.55％を中心に、株式会社モビットでの15～18％、株

式会社ぷらっとならびにサンライフ株式会社での29.2％と

いう異なる金利帯をグループで構成しています。

「グループ経営資源の共有化」戦略においては、当社

消費者ローン市場にお
ける「金利のフルライン
化」により、グループ全
体で幅広い層の多様な
資金ニーズに応えるとと
もに、市場の開拓を図る�

消費者金融サービスを中
核にプロミスグループ各
社を「機能別に再編成」し、
グループ力の強化を図る�

人材、チャネル、与信、債
権管理、資金調達、システ
ムインフラ等の「グルー
プ経営資源の共有化」を
進め、効率化を図る�

1

2

3

グル－プ経営戦略
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と株式会社ぷらっとにおける自動契約機及びATMの共

同利用に代表される「資源の共有化による効率化」とい

う新しいビジネスモデルを推進し、ローコストオペレーショ

ンによる競争力の強化に取り組んでいます。

また、「お客様支持No.1」のサービスの実現に向けて、

お客様との接点となる「商品」「ネットワーク」「コミュニケー

ション」という３大要素の拡充を進めています。

将来の成長に向けた挑戦

■堅実に強固な事業基盤を築く
業種業態の垣根を越えた競争・競合は、激化の一途

にありますが、当社グループは質の高い営業貸付金残高

を形成することによって事業基盤を強固なものとし、収益

の確保に努めております。今後も、グループの経営資源

及び資産の有効活用・共有化を推進し、状況に応じた効

率化を図り、より強固な事業基盤を構築して参ります。

■債権の良質化と顧客満足度の向上
メディアミックスによる広告宣伝の効率化を促してコスト

削減を図る一方で、本年3月に新設した「ネット推進部」を

中心として、ｅ-コマースを活用した新しい金融ビジネスモデ

ルの確立、ICカードシステム等への即応体制の整備などを

進め、お客様の利便性を追求したサービスのさらなる拡充

に取り組んで参ります。

また、冒頭で申しあげましたように、国内景気と個人消費

の動向に明るい兆しが見えて参りましたが、消費者金融業

界におきましては、自己破産申立件数に減少傾向が見られ

るものの、引き続き高水準で推移することが予測され、依然

厳しい状況が続くものと思われます。当社グループにおきま

しては、引き続き「不良債権の極少化」と「お客様とのリテ

ンション強化」を重点課題として取り組み、債権の良質化と

顧客満足度の向上に努める方針です。さらに、お客様の多

様なニーズを取り込むことにより、リスクを分散化しながら営

業貸付金残高の増加を図り、経営資源の共有化と資金調

達の多様化・安定化を継続し、グループ経営の効率化を追

求することで、収益力の向上に取り組んで参ります。

■経営リスクの抑制に向けたコンプライア
ンス体制の強化へ
当社では、コンプライアンスを単なる法令の遵守ととらえ

るのではなく、リスクマネジメントの観点から当社グループ全

体での取り組みを行っています。2001年10月に設置しまし

た「コンプライアンス統括部」を中心に倫理綱領の制定や

社内研修・ＯＪＴを通じて、コンプライアンスを徹底する推進

体制を構築してきました。

さらに、コンプライアンス体制の強化に向けて、2003年よ

り「社団法人金融財政事情研究会」が主催するコンプラ

イアンス・オフィサー検定（消費者金融コース）の資格取得

を推奨しており、同年６月には業界最多となる1,171名が

合格するなど、企業風土としての定着化に努めています。

株主の皆様へ
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当社グループの主力事業であ

る金融事業においては、債権の

不良化抑制策として与信基準の

見直しを行ったことや、ジーシー株式会社を譲渡したこと

などを受けて、営業貸付金残高が微減した結果、当期の

「金融事業収益」は、前期比で177億28百万円減少し、

3,779億62百万円（前期比4.5％減）となりました。

当期において取り組んだ４つの施策としては、まず１つ

めに営業力の強化が挙げられます。2003年4月、営業部

門を除き本部制を廃止し、東西営業本部体制から全国７

ブロック体制へと再編しました。それに伴い、各ブロック毎

に自動契約機の受付を集中して行う「ＳＴセンター」と「お

客様相談センター」を置き、お客様への対応力とカウンセリ

ング機能を強化しました。同年7月からは、新規顧客獲得

力強化を目的に、新規申込受付から仮審査、仮カード発

行までを５～10分で行う専用端末「超速」を導入し、本年

３月末までに123台を設置しました。既存チャネルについて

も、店舗の形態変更や統廃合を実施し、営業力の強化と

ともにローコストオペレーションを推進しています。

２つめは、債権内容の質的向上と債権管理体制の強

化です。従来の自動与信システムによる与信管理手法

に加え、お客様一人ひとりにきめ細かな対応ができる

「ナビゲーションシステム」を活用することで、債務の多重

化を防ぎ与信機能の強化を図りました。効果・効率の観

点から債権管理体制の見直しも行い、法務対応機能を

集中した「法務センター」を各ブロック毎に設置し、自己

破産申立などへの対応力を向上させました。さらに、エリ

ア毎の集中部署が担当していた債権管理業務を営業

店に分散することにより、新規貸付から回収まで一貫して

行うことでお客様との接点を増やし、コミュニケーション効

果を高める施策を実施しました。

３つめは、お客様の利便性の向上です。時間や場所の

制約なしに「借りやすく、返済しやすい」環境の拡充を進め

た結果、今期末における金融機関やコンビニエンスストア等

事業活動DATA

連結・単体

連結� 単体�

第42期�
（03.3）�

13,756

16,145

第43期�
（04.3）�

15,290
13,528

第40期�
（01.3）�

12,280

14,186

第41期�
（02.3）�

13,246

15,432

連結� 単体�

第43期�
（04.3）�

2,940

2,441

第42期�
（03.3）�

2,538

3,226

第40期�
（01.3）�

2,544

3,125

第41期�
（02.3）�

2,583

3,231

連結・無人店舗� 単体・無人店舗�
連結・有人店舗� 単体・有人店舗�

1,644
1,4781,100
1,048

430
544

455

1,541

570

1,711

1,086
1,141

466

1,507

637

1,755

1,041

1,118

457

1,510

630

1,785

1,053

1,155

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第40期�
（01.3）�

第41期�
（02.3）�

事業別情報

営業貸付金残高 （億円） 営業店舗数 （店）顧客数 （千人）

金融事業
4つの施策を中心に
収益力強化を図る

金融事業収益の推移�

第40期�
（01.3）�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

3,772 3,956 3,779
3,427

（億円）�
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の提携先数は429、自社ATMを含めた入金・出金チャネル

は113,168ヶ所（CD・ATM98,554台、コンビニエンスストア

14,614店舗）と、業界トップのネットワークを構築しました。さら

に、本年2月からは、提携先金融機関のネットバンキングを利

用されているお客様向けに、当社ホームページ上で即時にご

返済できる「インターネット返済サービス」も開始しています。

また、新日本プロレスリング株式会社や松本引越セン

ター株式会社など、企業や団体と提携した目的ローンの

販売及び提携カードの発行に力を入れており、今後も新

規顧客獲得施策の一環として、積極的に提携先の開拓

ならびに商品の開発に取り組んでいきます。

４つめは、新たな収益基盤の確保です。当社は、株式

会社北日本銀行ならびに株式会社北越銀行と提携し、

個人向け無担保ローンの保証業務を開始しました。保証

債務残高は今期末現在、両行で27億78百万円となって

います。また、経営資源の有効活用の観点から、全国に

展開する自社ATMの開放を進め、今期末現在、銀行

系クレジットカード会社１社、信販会社６社、消費者金融

会社13社の計20社に開放しています。

株式会社パルライフ（本年２

月、株式会社パルコーポレーシ

ョンより社名変更）の店舗・看

板の設計施工管理業務を当社の関連部門に統合する

一方、株式会社ネットフューチャーのテレマーケテ

ィング事業や株式会社パルライフのリサーチ事業等

において、外部受注の新規開拓による収益基盤の拡

大を図りました。しかし、長引く国内景気の低迷によ

る受注量の減少や、台湾のオートローン市場の競争

激化により良京實業股 有限公司の割賦販売取扱高

が減少したことから、「その他の事業収益」は、前期比

19億09百万円減少し、130億18百万円（前期比12.8％減）

となりました。なお、2003年７月に当社が全額出資す

る台湾の自動車割賦販売金融会社２社を効率的な経

営体制とすべく１社に統合しました。

単体

自社� 提携�

1,808

52,683

54,491

35,088

1,777

36,865

84,487
86,326

1,839

96,829

98,554

1,725

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第40期�
（01.3）�

第41期�
（02.3）�

単独型� 併設型�

1,041

417

1,458

1,053

409
1,462

1,086

407
1,493

1,048

392

1,440

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第40期�
（01.3）�

第41期�
（02.3）�

男性� 女性�

1,778

1,545
3,3231,646

3,844

2,198

1,730

2,249

3,979
1,753

2,322

4,075

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第40期�
（01.3）�

第41期�
（02.3）�

その他の事業収益の推移�

第40期�
（01.3）�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

172
149

130

168

（億円）�

CD・ATM台数 （台） 自動契約機台数 （台） 従業員数 （名）

その他の事業
グループ全体で再編を
進め、効率化を図る
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（負債の部）
流動負債 323,226 366,318
買掛金 189 1,733
短期借入金 15,423 24,394
1年内返済予定長期借入金 196,998 246,754
1年内償還予定社債 50,000 32,000
未払法人税等 15,739 31,809
賞与引当金 3,678 4,640
債務保証損失引当金 70 ―
その他 41,126 24,985
固定負債 758,827 870,924
社債 255,000 290,000
長期借入金 484,642 558,041
退職給付引当金 13,333 17,688
役員退職慰労引当金 361 422
補償損失引当金 2,700 ―
その他 2,789 4,772
負債合計 1,082,054 1,237,242

（少数株主持分）
少数株主持分 ― ―

（資本の部）
資本金 49,053 49,053
資本剰余金 92,287 92,287
利益剰余金 512,784 483,972
その他有価証券評価差額金 4,150 △ 403
為替換算調整勘定 △ 813 △ 228
自己株式 △ 20,795 △ 6,571
資本合計 636,667 618,109

負債、少数株主持分及び資本合計 1,718,721 1,855,352

区分 第43期 第42期
04年3月31日現在 03年3月31日現在

■ 連結貸借対照表
（単位：百万円）

（資産の部）

流動資産 1,573,562 1,737,505

現金及び預金 52,233 63,848

受取手形及び売掛金 7,439 60,997

営業貸付金 1,529,054 1,614,523

短期貸付金 48,994 49,726

繰延税金資産 40,337 37,702

その他 28,895 25,258

貸倒引当金 △ 133,392 △ 114,550

固定資産 145,158 117,846

有形固定資産 79,636 39,008

建物及び構築物 17,132 16,178

器具備品及び運搬具 10,442 9,784

土地 52,061 13,044

無形固定資産 11,763 16,150

連結調整勘定 5,649 5,775

その他 6,114 10,375

投資その他の資産 53,758 62,687

投資有価証券 34,742 28,589

繰延税金資産 3,933 7,573

その他 15,081 26,525

資産合計 1,718,721 1,855,352

区分 第43期 第42期
04年3月31日現在 03年3月31日現在

（単位：百万円）

連結財務諸表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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■ 連結損益計算書 ■ 連結剰余金計算書

■ 連結キャッシュ・フロー計算書

営業収益 390,980 410,619
営業貸付金利息 368,662 381,125
その他の金融収益 40 2,307
商品売上高 8,199 9,868
その他の営業収益 14,077 17,316
営業費用 303,111 303,661
金融費用 21,398 24,802
商品売上原価 7,151 8,539
その他の営業費用 274,560 270,319
営業利益 87,869 106,957
営業外収益 3,016 2,458
受取利息及び受取配当金 1,559 786
保険金及び保険配当金 242 269
匿名組合出資利益 691 973
持分法による投資利益 94 ―
その他 428 429
営業外費用 1,027 1,386
支払利息 192 329
店舗等移転諸費用 346 624
持分法による投資損失 ― 36
その他 488 395
経常利益 89,858 108,030
特別利益 13,373 42
関係会社株式売却益 12,868 ―
投資有価証券売却益 503 5
会員権売却益 ― 36
その他 1 0
特別損失 24,094 2,266
固定資産除売却損 1,862 1,374
投資有価証券売却損 61 10
投資有価証券評価損 ― 511
会員権評価損 66 42
リース解約損 ― 300
補償損失引当金繰入額 2,700 ―
特別退職加算金 18,745 ―
その他 657 26
税金等調整前当期純利益 79,138 105,805
法人税、住民税及び事業税 41,283 53,211
法人税等調整額 △ 3,722 △ 8,122
当期純利益 41,576 60,716

（単位：百万円）

区分
第43期 第42期

03年4月１日から 02年4月１日から
04年3月31日まで 03年3月31日まで

（資本剰余金の部）

資本剰余金期首残高 92,287 92,287

資本剰余金期末残高 92,287 92,287

（利益剰余金の部）

利益剰余金期首残高 483,972 436,003

利益剰余金増加高 41,576 60,716

当期純利益 41,576 60,716

利益剰余金減少高 12,764 12,747

配当金 12,291 12,549

役員賞与 100 197

自己株式処分差損 33 ―

連結子会社増加に伴う利益剰余金減少高 338 ―

利益剰余金期末残高 512,784 483,972

（単位：百万円）

区分
第43期 第42期

03年4月１日から 02年4月１日から
04年3月31日まで 03年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 93,967 9,168

投資活動によるキャッシュ・フロー 28,956 △ 818

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 127,970 △ 26,890

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 91 △ 88

現金及び現金同等物の減少額 △ 5,138 △ 18,628

現金及び現金同等物期首残高 105,760 124,389

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 487 ―

現金及び現金同等物期末残高 101,110 105,760

（単位：百万円）

区分
第43期 第42期

03年4月１日から 02年4月１日から
04年3月31日まで 03年3月31日まで

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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単体財務諸表

■ 単体損益計算書

■ 利益処分

■ 単体貸借対照表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（資産の部）

流動資産 1,502,382 1,567,423

固定資産 165,751 133,056

有形固定資産 68,566 26,433

無形固定資産 5,837 7,177

投資その他の資産 91,347 99,445

資産合計 1,668,134 1,700,480

（負債の部）

流動負債 295,199 289,908

固定負債 748,923 813,307

負債合計 1,044,123 1,103,216

（資本の部）

資本金 49,053 49,053

資本剰余金 81,210 80,955

利益剰余金 510,391 473,444

その他有価証券評価差額金 4,151 △ 396

自己株式 △ 20,795 △ 5,793

資本合計 624,010 597,263

負債及び資本合計 1,668,134 1,700,480

区分 第43期 第42期
04年3月31日現在 03年3月31日現在

（単位：百万円）

営業収益 322,167 326,556
営業貸付金利息 314,681 318,067
その他の金融収益 2,005 2,365
その他の営業収益 5,481 6,122
営業費用 239,432 221,137
金融費用 20,136 21,816
その他の営業費用 219,295 199,320
営業利益 82,735 105,419
営業外収益 2,292 2,047
営業外費用 593 424
経常利益 84,434 107,042
特別利益 24,238 37
特別損失 23,549 1,074
税引前当期純利益 85,123 106,005
法人税、住民税及び事業税 37,800 49,700
法人税等調整額 △ 1,994 △ 5,106
当期純利益 49,318 61,411
前期繰越利益 6,154 7,049
中間配当額 6,045 6,280
当期未処分利益 49,427 62,181

（単位：百万円）

区分
第43期 第42期

03年4月１日から 02年4月１日から
04年3月31日まで 03年3月31日まで

当期未処分利益 49,427 62,181
利益処分額
配当金 6,049 6,245
役員賞与金 73 80
（うち監査役賞与金） （13） （12）
任意積立金
別途積立金 37,000 49,700

次期繰越利益 6,304 6,154

（単位：百万円）

区分 第43期 第42期
04年6月23日 03年6月25日



連結子会社・関連会社概要 2004. 3. 31現在

（注）株式会社パルライフは、2004年2月1日付で株式会社パルコーポレーションより社名を変更いたしました。

金融事業�

株式会社ぷらっと� 資 本 金� 24億円�
主要な事業内容� 消費者金融業�

サンライフ株式会社� 資 本 金� 1.85億円�
主要な事業内容� 消費者金融業�

株式会社モビット� 資 本 金� 200億円�
主要な事業内容� 消費者金融業�

金融周辺事業�

パル債権回収株式会社� 資 本 金� 5億円�
主要な事業内容� 債権の管理回収業�

株式会社パルライフ� 資 本 金� 30億円�
主要な事業内容� 債権調査業、�

不動産の賃貸管理業�

株式会社ネットフューチャー� 資 本 金� 3億円�
主要な事業内容� テレマーケティング業、�

ATMの保守・管理業�

株式会社システム・トリニティ� 資 本 金� 0.9億円�
主要な事業内容� コンピュータのシステム�

設計及び運用・開発�

海外金融事業�

PROMISE（HONG KONG）CO., LTD. 資 本 金� 45百万香港ドル�
主要な事業内容� 消費者金融業（香港）�

プロミス�
グループ�

良京實業股　有限公司� 資 本 金� 290百万台湾ドル�
主要な事業内容� 自動車の割賦販売業（台湾）�

連結子会社� 持分法適用関連会社�

10
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災害情報通知サービス（LifeMail）提供開始

当社は、本年５月10日から株式会社ニュークリアスと

株式会社コム・アンド・コムの２社と提携し、当社のお客様

を対象に、無料で安否確認機能が付いた災害情報通知

サービス「LifeＭail（ライフメール）」の提供を開始しました。

パソコンや携帯電話で、災害情報の通知を受けたい

地域と、安否を知らせたい連絡先等を登録すると、無料で

「防災めるくる（自然災害通知）」と「安否めるくる（安否確

認メール）」の２つのサービスを受けることができます。

地震や洪水などの自然災害が発生した際、あらかじめ

ご登録いただいたメールアドレスに災害情報を通知します。

また一定規模を超える災害が発生した場合、災害情報

とともに安否のお問合せ

メールをお送りし、受け取

ったメールをそのまま返信

するだけで、お客様の安

否情報をご家族やご友人

などにお送りします。

インターネット返済サービス

当社は、インターネットのホームページ上で、即時ご返済

の手続きができる「インターネット返済サービス」を本年２

月17日から開始いたしました。

当社の会員で、UFJ銀行または三井住友銀行のいずれ

かのインターネットバンキングをご利用されているお客様を

対象に、当社ホームページ上に設けた銀行選択画面か

ら、ご利用金融機関のネットバンキングにアクセスし、ご返

済の振込み操作をしていただく仕組みです。銀行休業

日でもリアルタイムでご返済手続きが完了します。今後、携

帯電話でも同様のサービスをご提供する予定です。

T opics
トピックス 増える「商品」「サービス」、

広がる「ネットワーク」

＊このサービスのご利用は、プロミス会員の方に限らせていただきます。
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「第8回約束（プロミス）エッセイ大賞」に協賛

with

Society
社会とともに

企業の社会的責任を果たすこと、
それは皆様と当社の「約束」です。

「約束」をテーマにしたエッセイコンテスト「約束（プロ

ミス）エッセイ大賞」（主催・産経新聞社）の表彰式が

本年3月23日、東京都千代田区の大手町サンケイ

プラザで行われました。

「現代社会における人間関係の大切さや、人生を

改めて見つめ直し、約束の大切さを再認識すること」

を基本コンセプトにスタートした本賞も、第８回目を

迎え、当社は第1回目から協賛を続けています。

今回の応募数は昨年に引き続き、3,000通を超え、

93歳のご年配から、7歳の小学生まで幅広い年齢層からの応募がありました。

厳正な審査を経て、大賞に選ばれたのは東京都大田区の桐下憲和さん（29）の「父がくれたもの」。

桐下さんが高校時代、父親から借りたバイク購入資金を新聞配達のアルバイトをしながら完済するま

でを描いた作品です。桐下さんにとって、「必ず返す」という「約束」を果たす過程こそが、何ものにも

代えられない父からの大きな贈り物となりました。

今回の全受賞作品（大賞１点、優秀賞２点、佳作10点）は、当社ホームページ上（下記アドレス参照）

でお読みいただけます。

http://cyber.promise.co.jp/jsp/csp_pc/PPA00/campaign/event/event_07.jsp
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株式の状況 2004. 3. 31現在

株式分布状況

所有者別状況

所有株数別状況

（注）1．当社は自己株式4,948千株を保有しておりますが、当該自己株式には議
決権がないため、上記の大株主から除いております。
なお、株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していな
い株式がほかに19千株あります。

2．住友信託銀行株式会社の「持株数」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式会社に拠出している株式3,600千株（議決
権比率2.98%）を含んでおります。

3．シティグループ･グローバル･マーケッツ･インクは、2003年4月7日付でソ
ロモン・スミス・バーニー・インクから社名を変更いたしました。

4. 証券取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」に基づき、アラ
イアンス･キャピタル･アセット･マネジメントグループから2003年8月31日現
在、合計10,664千株及びシュローダー投信投資顧問株式会社グループから
2003年3月31日現在、合計6,883千株保有している旨の報告を受けてお
りますが、当期末の株主名簿に記載がなく保有株式数の把握ができませ
んので、上記の大株主には含めておりません。

株式の状況

会社が発行する株式の総数 300,000,000株

発行済株式総数 125,966,665株

株主数 6,210名

大株主

株主名 持株数（千株） 議決権比率（％）

神内　良一 12,500 10.33

神内　由美子 9,144 7.56

ステート ストリート バンク
アンド トラストカンパニー 6,199 5.13

日本生命保険相互会社 5,704 4.72

株式会社新生銀行 5,682 4.70

日本トラスティ・サービス 5,526 4.57信託銀行株式会社（信託口）

神内　艶子 5,500 4.55

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 5,146 4.25

住友信託銀行株式会社 4,000 3.31

シティグループ・グロ－バル・
マーケッツ・インク 3,288 2.72

金融機関 �
36,936千株（29.33％）�

個人その他�
32,663千株（25.93％）�

自己株式�
4,948千株（3.92％）�

外国法人等�
45,071千株（35.78％）�
�

証券会社 �
2,307千株（1.83％）�

その他の法人 �
4,039千株（3.21％）�

�

2万5千株以上 �
2,693千株（2.14％）�

�

2千5百株以上 �
463千株（0.37％）�

5百株以上�
817千株（0.65％）�

5百株未満�
636千株（0.51％）�

5千株以上 �
2,483千株（1.97％）�

25万株以上 �
10,061千株（7.99％）�

�

5万株以上 �
10,648千株（8.45％）�

�

50万株以上�
98,162千株（77.92％）�
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会社概要 2004. 3. 31現在

会社概要

商号 プロミス株式会社
英文名 Promise Co.,Ltd.

本社所在地 東京都千代田区大手町1丁目2番4号

設立 1962年（昭和37年）3月20日

資本金 49,053,694,164円

決算期 毎年3月（年1回）

事業内容 消費者金融業

登録番号 関東財務局長（7）第00615号

営業店舗数 1,478店舗

従業員数 3,323名

役員 （2004. 6. 23現在）

代 表 取 締 役 会 長 内野　正昭

代 表 取 締 役 社 長
最 高 執 行 役 員

神内　博喜

取締役専務執行役員 小杉　俊二

取締役専務執行役員 渡辺　光哲

取締役常務執行役員 竹内　　功

取締役常務執行役員 加曽利　勉

常 勤 監 査 役 古河　和幸

常 勤 監 査 役 入山　秀次
＊常 勤 監 査 役 森　　博彰
＊常 勤 監 査 役 長澤　和夫

執行役員 （2004. 6. 23現在）

常 務 執 行 役 員 吉田　幸男

常 務 執 行 役 員 小幡　　博

常 務 執 行 役 員 市川　泰久

執 　 行 　 役 　 員 加藤　伸夫

執 　 行 　 役 　 員 平井　　豪

執 　 行 　 役 　 員 藤原　政行

執 　 行 　 役 　 員 砺波　直久

執 　 行 　 役 　 員 鈴木　幸裕

執 　 行 　 役 　 員 石田　泰之

執 　 行 　 役 　 員 鈴木　　哲

執 　 行 　 役 　 員 立石　義之

執 　 行 　 役 　 員 篠原　敏男
（注）＊印は、社外監査役であります。

当社のホームページでは、
株主・投資家の皆様向け
のインベスターリレーション
情報をはじめ、最新の企業
活動をお知らせするニュー
スリリースなど、さまざまな
情報発信を行っています。

■ 株主の皆様へ当社の各種情報を提供するホームページ
を開設しています。

http://cyber.promise.co.jp/



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

決　算　期　日 毎年３月３１日

基　　準　　日 定時株主総会　３月３１日

利益配当金 ３月３１日

中間配当金 ９月３0日

定時株主総会 毎年６月下旬

１単元の株式数 ５０株

公告掲載新聞 日本経済新聞

決算公告アドレス http://cyber.promise.co.jp/kessan.jsp   

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部

銘 柄 コ ー ド ８５７４

名義書換代理人 住友信託銀行株式会社

大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

同事務取扱場所 住友信託銀行株式会社　証券代行部

東京都千代田区丸の内一丁目４番４号

郵便物の送付先 〒１８３-８７０１東京都府中市日鋼町１番１０

及び電話照会先 住友信託銀行株式会社　証券代行部

（住所変更等用紙のご請求） �０１２０-１７５-４１７

（その他のご照会） �０１２０-１７６-４１７
同事務取次所 住友信託銀行株式会社

本店及び全国各支店

株主メモ

環境に配慮した「大豆油インキ」�
を使用しています。�


