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第44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、ますますご清栄のこととお慶

び申し上げます。このたび当社は、第44期（2004年４月１日

から2005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上げます。

当期におきましては、全般的に企業業績は好転してきた

ものの、失業率は高止まり、実質賃金水準も伸び悩むなど、

雇用・所得環境は依然として厳しい状況が続きました。

当社グループが主力とする消費者金融業界におきまして

も、業種・業態を超えた業務提携や新規参入が相次ぎ、競争

激化によって営業収益は伸び悩んだものの、自己破産減少な

どを背景とした貸倒費用の減少に加え、有利子負債残高や

人件費の圧縮等に努めた結果、当期純利益は過去最高益を

更新することができました。これも一重に皆様のおかげと考え、

提携記念配当５円の増配に加え、本年より株主優待制度を

新たに設け、利益還元策の一環とさせていただきました。

株主の皆様におかれましては、当社の株主重視の経営方

針をご理解いただき、倍旧のご支援を賜りますようお願い申し

上げます。

2005年６月
神内 博喜

株主の皆様へ

代表取締役社長　
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2004年度の成果

■回復が遅れる事業環境
当期におけるわが国の経済は、これまで景気回復を牽

引してきた「輸出」「デジタル」「個人消費」の伸びが一段

落して踊り場に入りましたが、全般的に見れば企業業績

が好転してきたことで、回復の軌道から外れることなく、

おおむね堅調に推移しました。

しかしながら、当社グループの主力である消費者金融

事業を取り巻く環境は、雇用・所得水準の回復が遅れた

こと等により、依然厳しいものとなりました。自己破産申立

件数は減少に転じたものの、債権の不良化による貸倒費

用の水準は高止ったままで、その対策として与信審査を

引き続き厳格に運用したことに加え、消費マインドの伸び

悩みによる顧客の減少、異業種・異業態からの市場参入

による競争激化等によって市場規模を拡大するまでには

至りませんでした。

■新たな収益基盤の開拓にも注力
当社グループでは、こうした厳しい事業環境に対処す

べく、「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」を重点課題とし、「経営」「事業」「組織・人

事」の３つの分野で引き続き大胆な構造改革に取り組

んで参りました。

主な施策としてはまず、「経営」面においては昨年９月、

株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以下「SMFG」）

との間で、ブランドやインフラ、ノウハウといった双方の持つ

強みを融合させ、シナジー効果を生むための業務提携基本

契約を締結しました。

「事業」面からは、「フリーキャッシング」を主力に無担保

ローン商品の拡充に努めるほか、業界で初めて電子マネー

「Edy」機能付カードを発行するなど、ITの活用を進めま

した。さらに金融機関やコンビニエンスストアと提携して入

出金チャネルの拡充を図り、契約チャネルについては、ロー

ン申込機「超速」の導入やコンビニエンスストア店舗内に

設置されているマルチメディア端末を利用する等による新

型チャネルの開発・展開に取り組みました。

また、当社が長年培ってきた与信ノウハウを活用し、金

融機関の販売する個人向け無担保ローンへの保証業務

や、同業他社等に対して全国に展開する自社ATMの

開放を進めるなど、新たな収益基盤の開拓に努めました。

「組織・人事」面では、コンプライアンス体制の整備や継

続的な啓蒙活動等に取り組み、グループを挙げて倫理・

法令の遵守に努めるとともに、個人情報保護法やハラス

メント等をテーマにした専門研修や、ケースメソッドを取り

入れた部門教育の実施など、企業風土としての定着化に

努めました。また、絶え間なく変化する事業環境に適応し、

効率・効果の観点から最大限の力が発揮できるよう、

柔軟に組織体制の見直しを図っております。

当期純利益は4期ぶりに
過去最高益を更新いたしました。
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■コスト削減効果、貸倒費用の減少により当
期純利益は過去最高
これらの構造改革は、お客様に選ばれ、強く支持され

る「お客様支持ＮＯ.１」を目指したものです。前期からの

継続した施策も含まれていますが、当期においては、その

成果が数字となって現れて参りました。

当期の連結業績は、収益面では、主力となる消費者金

融事業においてアットローン株式会社（2005年１月末当

社子会社化（以下「アットローン」））の新規連結の影響

分を除く、実質的な営業貸付金残高の減少により、連結

営業収益は、前期比211億20百万円減少して、3,698億

60百万円（前期比5.4％減）となりましたが、利益面では、

構造改革によるコスト削減効果に加え、自己破産申立件

数の減少等を背景に貸倒関連費用が減少したことで、

連結経常利益は、前期比409億63百万円増加し、1,308

億21百万円（同45.6％増）となりました。さらに連結当期

純利益は、前期比338億２百万円増加の753億78百万

円（同81.3％増）となり、第40期以来、４期ぶりに過去

最高益を更新いたしました。

安定した収益基盤確立に向け
顧客基盤の拡大に努める

■「金利のフルライン化戦略」で多様なニーズ
に対応
株主の皆様をはじめとするステークホルダーの方々の信

頼と期待にお応えするには、事業環境の変化に的確に対

応し、中長期的に安定した収益基盤を確立しなければなり

ません。その実現に向けて、グループを挙げて取り組んでい

る「プロミスビジョン」のもと、コアビジネスである消費者金融

事業の拡充はもとより、信用保証事業やサービサー事業を

中心とした金融周辺事業ならびに海外金融事業の拡大を

進めています。

「プロミスビジョン」とは、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」させることを狙いとした当社グループ

の基本方針です。お客様との関係を単なる「借りる・貸す」

から「活かす・助言する」というパートナーシップへと「進

化」させていくことで、お客様一人ひとりに財務面からの

アドバイスやサポートを提供する「パーソナル・メインバンク」

となることを目指しています。

この方針を実現するためのベースとなるのが「金利の

フルライン化戦略」です。当社（貸付年利率18％～25.55

％）に株式会社モビット（同15％～18％）、株式会社ぷらっ

と及びサンライフ株式会社（同29.2％）を加え、ブランド

ごとに異なる金利帯を設定し、グループ全体でお客様の

多様なニーズにお応えすることで、顧客基盤の拡大に

取り組んで参りました。

来期に向けた成長戦略

■SMFGとの提携による顧客層拡大と収益
基盤強化
上記の「金利のフルライン化戦略」をより一層深化させ

るため、本年４月には、株式会社三井住友銀行（以下

「SMBC」）との間で消費者ローンに関する提携事業を立

ち上げました。

SMBC（貸付年利率８％～12％）、アットローン（同15

％～18％）、当社（同18％～25.55％）の３つのブランドが

連携する新スキーム（「カスケードスキーム」）を構築する
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ことで、複数のブランドへの同時申込や紹介などによって、

より効率・効果的なサービスが可能となりました。

これにより例えば、SMBC、アットローンの両社で審査結

果がご要望に沿えなかった場合は、お客様のご希望によ

り、当社のローン商品をご紹介するなどの対応が可能と

なるわけです。また、提携先２社のローン商品の保証は

当社が行い、与信審査から債権管理・回収まで全面的に

支援し、総合的に与信をコントロールして参ります。

すでに、SMBCのＡＴＭコーナーに３社の申込受付・

審査が同時にできる481台（４月末現在）の新型ＡＣＭ

（ローン契約機）を設置し、この受付を担う東京・汐留に

開設した３社のローンセンターでは、お電話やインター

ネットによるお申込みにも対応しています。この提携事業

において３年後には３社合計で5,000億円の新たな残

高を形成し、150億円の営業利益の確保を目指します。

■中長期の飛躍を図る先行投資の年に
2005年度においても、雇用・所得環境の大きな回復は期

待できず、自己破産申立件数も高水準を保ったままで、消費

者金融業界における競争は激化の一途をたどるものと思わ

れます。そうした中で営業収益を確保するには、顧客基盤

を拡大する必要があります。当社グループにおきましては、

構造改革の手綱を緩めることなく、戦略的業務提携の強化

を図り、営業貸付金残高の増加に全力を傾注して参ります。

2006年３月期の連結業績予想では、SMBCとの提携

関連で積極的な初期投資を行うこともあり、増収減益を

見込んでおります。提携事業の推進による新規顧客数、

営業貸付金残高の増加により連結営業収益は、3,868億

85百万円（前期比4.6％増）と増加に転じる見込みです。

その一方で、貸倒償却額は新規連結のアットローンを含め

ても微増にとどまるものの、引当金の関係で貸倒費用とし

ては増加すること、さらに提携事業に係る受付センターの

賃借料や人件費、設備投資に伴う減価償却費の発生等に

加え、アットローンの諸費用が連結計上されることにより、

利益面では、連結経常利益1,030億円（同21.3％減）、連結

当期純利益630億円（同16.4％減）と、減益を見込んで

います。

当社は、2005年度を次なる飛躍を実現するための

１年と位置づけ、戦略的な業務提携により幅広い層の

顧客とのリレーションを構築し、「金利のフルライン化戦略」

をより一層深化させるとともに、信用保証事業やサービ

サー事業を拡大し、さらにはスモールビジネスローン事業

への進出なども視野に入れて、コンシューマー・ファイナンス

事業での国内トップを目指して参りたいと考えております。

総合的に与信を�
コントロール�

保証�

保証�

保証会社�

顧客紹介�

顧客紹介�

貸付限度額（金利帯）�

お客様�

銀行利用�
顧客�

300万円まで�
（金利帯：8％～12％）�

300万円まで�
（金利帯：15％～18％）�

200万円まで�
（金利帯：18％～25.55％）�

クレジット�
信販�

利用顧客�

消費者金融�
利用顧客�

カスケードスキームの全体像

（注）上記の連結業績予想は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果と
なる可能性があります。
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当社グループの主力事業にお

いては、不確定要素が残る市場

環境を受けて、引き続き与信水準を抑え気味にしたこと

に加え、前期におけるジーシー株式会社（現ジーシー有

限会社）売却等の影響で、実質的な営業貸付金残高が

減少した結果、当期の「金融事業収益」は、前期比で

183億91百万円減少し、3,595億71百万円（前期比4.9％

減）となりました。

① 組織体制の強化

複数部門に分散していた営業企画開発機能を「営業

企画部」として統合し、広告宣伝機能を分離・独立させた

「広告宣伝部」を新設するなど、事業環境の変化に即応し

て最大限の力を発揮できるよう組織体制の見直しを進めま

した。また、SMFGとの業務提携の早期具現化のため、

案件ごとに部門横断型のメンバーで構成する「戦略提携

プロジェクト」を発足させました。

② 債権の良質化

重点課題である「不良債権の極少化」と「お客様との

リテンション強化」の実現に向け、お客様一人ひとりの取

引内容や事情等の定性情報をインプットしたデータベー

スをもとに与信精度を高める「ナビゲーションシステム」を

導入いたしました。このシステムを有効活用するために、

新規契約から回収まで一貫して営業店が担当する債権

管理体制の構築や、法令遵守の自主基準の改訂等、

グループ全体で体制とルールの整備を進めました。

③ 商品・チャネルネットワークの拡充

商品につきましては、無担保ローン商品の拡充のほか、

他企業・団体と提携したキャッシング機能付会員証カード

の発行やローンの提供、さらに昨年11月から業界初の電

子マネー「Edy」機能付カードの発行を開始しました。

入出金チャネルの拡充にも引き続き注力し、当期末に

おける金融機関やコンビニエンスストア等の提携先数419

機関、自社ATMを含めた入出金チャネル数は121,703

ヶ所（CD・ATM106,580台、コンビニエンスストア15,123

店舗）となり、業界トップのネットワークを構築しました。

事業活動DATA

連結・単体

連結� 単体�

第43期�
（04.3）�

13,756

16,145

第44期�
（05.3）�

15,290
13,528

15,996

13,267

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

13,246

15,432

連結� 単体�

第43期�
（04.3）�

2,538

3,226

第44期�
（05.3）�

2,940

2,441

3,023

2,383

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

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
1,4781,541

1,711

1,510

1,785
1,155

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

430
544

455
570

457
630

1,100
1,628

530
418

1,098 1,461
1,0431,0481,086

1,141

1,053

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
組織、債権良質化、商品・
チャネル、金融周辺事業
の強化・拡大を図る

金融事業収益の推移�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

3,956 3,779 3,5953,772

（億円）�
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契約チャネルに関しましては、新規申込受付から仮カー

ド発行までを５～10分で行うローン申込機「超速」の配置

を、大都市の商業エリアや郊外型ショッピングセンター等を

中心に進め、当期末までに452台を設置いたしました。また、

昨年11月からは株式会社スリーエフのコンビニエンススト

ア内に設置されているマルチメディア端末「e-TOWER」を

利用した新規申込受付も開始いたしました。これは業界と

しては初めてのサービスです。

④ 新たな収益基盤の確保

消費者金融業界で長年培かってきた与信ノウハウを活

用し、新たな収益基盤の確保を進めています。個人向け

無担保ローンを販売する金融機関をターゲットとする保証

業務を展開し、当期末での保証債務残高は48億18百万

円となりました。また、経営資源を有効活用するため、全

国に展開する自社ATMの開放にも取り組んでいます。

当期末の開放先数は、銀行系クレジットカード会社３社、

信販会社９社、消費者金融会社19社（うち３社は当社

グループ会社）の計31社となっています。

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STC（旧株式会社システム・

トリニティ）の金融機関向けシステム開発事業等、金融

周辺事業において、グループ外受注先の新規開拓に

努めましたが、国内市場の競争激化で受注が減少した

ことに加え、グループ経営資源の集中化を図るため、

昨年６月に台湾の自動車割賦販売金融会社「良京實業

股 有限公司」の保有する割賦債権を台北国際商業

銀行に譲渡したこと等により、当期の「その他の事業収

益」は、前期比27億29百万円減少し、102億89百万円

（前期比21.0％減）となりました。

単体

自社� 提携�

1,808

52,683

54,491

84,487
86,326

1,839

96,829

98,554

1,725 1,714

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

104,866

106,580

単独型� 併設型�

1,053

409
1,462

1,086

407
1,493

1,048

392

1,043

401
1,440 1,444

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

男性� 女性�

3,323 3,4631,730

2,249

3,979
1,753

2,322

4,075

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

1,778

1,545

1,773

1,690

その他の事業収益の推移�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

102

（億円）�
172

149
130

CD・ATM台数 （台） 自動契約機台数 （台） 従業員数 （名）

その他の事業
グループ経営資源の集中
化を図る
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（負債の部）
流動負債 367,632 323,226
支払手形及び買掛金 709 189
短期借入金 82,706 15,423
1年内返済予定長期借入金 188,123 196,998
1年内償還予定社債 50,000 50,000
未払法人税等 25,879 15,739
賞与引当金 3,571 3,678
債務保証損失引当金 923 70
その他 15,718 41,126
固定負債 612,669 758,827
社債 215,000 255,000
長期借入金 380,424 484,642
退職給付引当金 14,333 13,333
役員退職慰労引当金 378 361
補償損失引当金 860 2,700
その他 1,672 2,789
負債合計 980,301 1,082,054

（少数株主持分）
少数株主持分 10,854 ―

（資本の部）
資本金 80,737 49,053
資本剰余金 138,458 92,287
利益剰余金 575,196 512,784
その他有価証券評価差額金 3,432 4,150
為替換算調整勘定 △ 1,051 △ 813
自己株式 △ 2,786 △ 20,795
資本合計 793,986 636,667

負債、少数株主持分及び資本合計 1,785,142 1,718,721

区分 第44期 第43期
05年3月31日現在 04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 1,643,604 1,573,562

現金及び預金 67,302 52,233

受取手形及び売掛金 968 7,439

営業貸付金 1,599,635 1,529,054

短期貸付金 44,376 48,994

繰延税金資産 29,660 40,337

その他 32,013 28,895

貸倒引当金 △ 130,352 △ 133,392

固定資産 141,538 145,158

有形固定資産 79,527 79,636

建物及び構築物 16,420 17,132

器具備品及び運搬具 12,094 10,442

土地 50,711 52,061

建設仮勘定 301 ―

無形固定資産 24,942 11,763

連結調整勘定 14,486 5,649

その他 10,456 6,114

投資その他の資産 37,067 53,758

投資有価証券 18,650 34,742

繰延税金資産 4,658 3,933

その他 13,758 15,081

資産合計 1,785,142 1,718,721

区分 第44期 第43期
05年3月31日現在 04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 369,860 390,980
営業貸付金利息 352,330 368,662
その他の金融収益 17 40
商品売上高 2,761 8,199
その他の営業収益 14,751 14,077
営業費用 241,559 303,111
金融費用 17,777 21,398
商品売上原価 1,780 7,151
その他の営業費用 222,001 274,560
営業利益 128,301 87,869
営業外収益 3,514 3,016
受取利息及び受取配当金 1,349 1,559
保険金及び保険配当金 319 242
匿名組合出資利益 639 691
持分法による投資利益 399 94
その他 807 428
営業外費用 994 1,027
支払利息 82 192
新株発行費 230 ―
店舗等移転諸費用 265 346
その他 415 488

経常利益 130,821 89,858
特別利益 709 13,373
関係会社株式売却益 ― 12,868
投資有価証券売却益 702 503
その他 6 1

特別損失 4,356 24,094
固定資産除売却損 1,372 1,862
減損損失 1,268 ―
債権売却損失 383 ―
投資有価証券売却損 ― 61
会員権評価損 38 66
関係会社株式評価損 1,256 ―
補償損失引当金繰入額 ― 2,700
特別退職加算金 ― 18,745
その他 36 657
税金等調整前当期純利益 127,174 79,138
法人税、住民税及び事業税 41,569 41,283
法人税等調整額 10,438 △ 3,722
少数株主損失 212 ―
当期純利益 75,378 41,576

（単位：百万円）

区分
第44期 第43期

04年4月１日から 03年4月１日から
05年3月31日まで 04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
資本剰余金増加高 46,170 ―
増資による新株の発行 31,684 ―
自己株式処分差益 14,486 ―

資本剰余金期末残高 138,458 92,287
（利益剰余金の部）

利益剰余金期首残高 512,784 483,972
利益剰余金増加高 75,378 41,576
当期純利益 75,378 41,576
利益剰余金減少高 12,966 12,764
配当金 12,770 12,291
役員賞与 84 100
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 112 338

利益剰余金期末残高 575,196 512,784

（単位：百万円）

区分
第44期 第43期

04年4月１日から 03年4月１日から
05年3月31日まで 04年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 107,742 93,967

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 14,387 28,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 83,893 △ 127,970

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 32 △ 91

現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） 9,428 △ 5,138

現金及び現金同等物期首残高 101,110 105,760

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 313 487

現金及び現金同等物期末残高 110,853 101,110

（単位：百万円）

区分
第44期 第43期

04年4月１日から 03年4月１日から
05年3月31日まで 04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 1,480,747 1,502,382

固定資産 172,350 165,751

有形固定資産 68,714 68,566

無形固定資産 6,963 5,837

投資その他の資産 96,672 91,347

資産合計 1,653,098 1,668,134

（負債の部）

流動負債 277,306 295,199

固定負債 601,304 748,923

負債合計 878,611 1,044,123

（資本の部）

資本金 80,737 49,053

資本剰余金 127,381 81,210

利益剰余金 565,722 510,391

その他有価証券評価差額金 3,431 4,151

自己株式 △ 2,786 △ 20,795

資本合計 774,486 624,010

負債及び資本合計 1,653,098 1,668,134

区分 第44期 第43期
05年3月31日現在 04年3月31日現在

（単位：百万円）

営業収益 313,041 322,167
営業貸付金利息 305,470 314,681
その他の金融収益 1,877 2,005
その他の営業収益 5,693 5,481
営業費用 196,912 239,432
金融費用 17,431 20,136
その他の営業費用 179,480 219,295
営業利益 116,129 82,735
営業外収益 2,759 2,292
営業外費用 718 593
経常利益 118,171 84,434
特別利益 707 24,238
特別損失 3,984 23,549
税引前当期純利益 114,895 85,123
法人税、住民税及び事業税 37,595 37,800
法人税等調整額 9,125 △ 1,994
当期純利益 68,174 49,318
前期繰越利益 6,304 6,154
中間配当額 6,720 6,045
当期未処分利益 67,758 49,427

（単位：百万円）

区分
第44期 第43期

04年4月１日から 03年4月１日から
05年3月31日まで 04年3月31日まで

当期未処分利益の処分
当期未処分利益 67,758 49,427
利益処分額
配当金 7,398 6,049
役員賞与金 117 73
（うち監査役賞与金） （26） （13）
任意積立金
別途積立金 53,000 37,000

次期繰越利益 7,243 6,304
その他資本剰余金の処分
その他資本剰余金 14,741 254
その他資本剰余金次期繰越高 14,741 254

（単位：百万円）

区分 第44期 第43期
05年6月21日 04年6月23日



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�

アットローン株式会社�

資 本 金� 109億円�
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�

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�

金融周辺事業�

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STC

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）�

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� 債権の管理回収業（台湾）�

普羅米斯顧問股　有限公司�

資 本 金� 250百万台湾ドル�
主要な事業内容� 金融機関貸付債権の�

評価及び分析、買取（台湾）�

連結子会社� 持分法適用関連会社�

三井住友�
フィナンシャル�
グループ�

資本・業務提携� プロミス�
グループ�

連結子会社・関連会社概要 2005. 3. 31現在
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（注） 1.上記子会社のうち、株式会社ぷらっと、アットローン株式会社は特定子会社に該当します。
2.アットローン株式会社は、同社が実施した第三者割当増資により議決権の所有割合が50%を超えたため、当期
より連結の範囲に含めています。（みなし取得日が当期末であるため、貸借対照表のみ連結しております。）
3.株式会社ＳＴＣは、2004年７月1日付で株式会社システム・トリニティより社名を変更いたしました。
4.普羅米斯顧問股 有限公司は重要性が増したため、当期より連結の範囲に含めています。
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Jリーグ「鹿島アントラーズ」とのスポンサー契約締結

当社は、Ｊリーグ（日本プロサッカーリーグ）屈指の強豪チームであります鹿島アントラーズ（株式会社鹿島アントラーズ・

エフ・シー）とオフィシャルスポンサーならびにユニフォーム広告スポンサーの３年契約を締結いたしました。

当社では、日本女子プロゴルフ協会の公認トーナメント「プロミスレディスゴルフトーナメント」の主催などを通じ、スポーツ

振興による社会貢献活動を行っており、今回の鹿島アントラーズとのスポンサー契約もその一環として行うものです。

本契約により、鹿島アントラーズのスポンサーの一員として選手ユニフォームへの当社ロゴマークの掲示や、スタジアム

（カシマサッカースタジアム）内への看板広告の掲出等を行います。

T O P I C S
トピックス

契約期間1

2005年4月24日から2008年1月末まで

主なスポンサー契約の内容2

◆ 鹿島アントラーズの公式選手ユニフォーム
パンツに当社ロゴマークを掲示

◆ 鹿島アントラーズの公式戦ホームゲーム開
催時のスタジアム内と、契約期間を通して
クラブハウス（練習場）に当社の看板広告
を掲出

◆ 鹿島アントラーズの公式戦ホームゲーム開
催時に、スタジアムに設置された大型ビジョ
ンで当社のテレビＣＭを放映

◆ 鹿島アントラーズのオフィシャルホームペー
ジ上に当社ロゴマークを表示
http://www.so-net.ne.jp/antlers/team.html

鹿島アントラーズの概要
商　号：株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー
本　社：茨城県鹿嶋市栗生東山2887番地
設　立：1991年（平成3年）10月
資本金：15億7千万円（2005年1月末現在）
代　表：牛島洋（うしじまひろし）
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株主優待制度の新設

当社では、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、個人株主層の拡大を図ることを

目的に株主優待制度を新設いたしました。

2005年３月期末の最終株主名簿（実質株主名簿を含む）に記載または記録された１単元（50

株）以上の株式を保有する株主の皆様より実施いたします。

毎年３月末時点の対象となる株主の皆様に、年１回一律に地方特産品※３千円相当のギフ

トカードを贈呈いたします。

同封のカタログの20品目からお好きな品を選んでいただき、「株主優待申込ハガキ」にてお申し込

みいただきます。品物は、ハガキが到着次第、産地からゆうパックでお届けいたします。

※地方特産品は、毎年、日本郵政公社の関連会社である株式会社メル
ファムが、全国の郵便局と地域生産者のネットワークを活かし、豊富な
品揃えを設定します。
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株式の状況 2005.3.31現在

株式分布状況

所有者別状況

所有株数別状況

（注）1. 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2.68%）を含んでおります。

（注）2. 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･マネジメント株式会社及びアライアンス・キャピタ
ル・マネジメント・エル・ピーの連名により、2005年2月28日現在、合計
13,478千株保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、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、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 134,866,665株

株主数 5,710名

大株主

株主名 持株数（千株） 議決権比率（％）

株式会社三井住友銀行 21,583 16.05

神内　良一 11,000 8.18

神内　由美子 9,144 6.80

日本生命保険相互会社 5,704 4.24

株式会社新生銀行 5,682 4.23

日本トラスティ・サービス 5,421 4.03信託銀行株式会社（信託口）

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 5,339 3.97

ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー 4,362 3.24

住友信託銀行株式会社 4,000 2.97

ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー 505103 3,760 2.80

金融機関 �
58,047千株（43.04％）�

個人その他�
25,185千株（18.67％）�

自己株式�
354千株（0.26％）�

外国法人等�
45,888千株（34.04％）�
�

証券会社 �
1,475千株（1.09％）�

その他の法人 �
3,916千株（2.90％）�

�

2万5千株以上 �
2,661千株（1.97％）�

�

2千5百株以上 �
382千株（0.28％）�

5百株以上�
679千株（0.50％）�

5百株未満�
548千株（0.41％）�

5千株以上 �
2,503千株（1.86％）�

25万株以上 �
9,799千株（7.27％）�

�

5万株以上 �
10,366千株（7.69％）�

�

50万株以上�
107,924千株（80.02％）�
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会社概要 2005. 3. 31現在

会社概要

商号 プロミス株式会社
英訳名 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 80,737,694,164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（8）第00615号

営業店舗数 1,461店舗

従業員数 3,463名

役員 （2005. 6. 21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 市川　泰久（新任）

取締役常務執行役員 加曽利　勉

取締役常務執行役員 木下　典夫（新任）

常 勤 監 査 役 越田　和也（新任）

常 勤 監 査 役 吉田　幸男（新任）
＊常 勤 監 査 役 森　　博彰
＊常 勤 監 査 役 長澤　和夫

執行役員 （2005. 6. 21現在）

常 務 執 行 役 員 小幡　　博

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 鈴木　　哲

執 　 行 　 役 　 員 立石　義之

執 　 行 　 役 　 員 篠原　敏男

執 　 行 　 役 　 員 江澤　博通

執 　 行 　 役 　 員 加曽利　勝

執 　 行 　 役 　 員 工藤　雅弘

執 　 行 　 役 　 員 東　　章一

（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 の 方 法 電子公告

電子公告不可能時は日本経済新聞

公告アドレス http://cyber.promise.co.jp/                    

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。�


