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営業収益（億円）

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

4,106

2,054

3,265

1,633

3,909

2,020

3,221

1,626
1,866

1,581

3,698

3,130

第44期�
（05.3）�

第45期�
（05.9）�

1,904
1,542

連結・通期� 単体・通期�
連結・中間期� 単体・中間期�

経常利益（億円）

1,080

582

1,070

592

898

441

844

419

678

1,308

621
528 493

1,181

連結・通期� 単体・通期�
連結・中間期� 単体・中間期�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（05.9）�

中間（当期）純利益（億円）

607

326

614

343

415

267

493

362
400

753

370
313

285

681

連結・通期� 単体・通期�
連結・中間期� 単体・中間期�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（05.9）�

株主資本（億円）

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

7,939 7,744 7,851 7,622

連結� 単体�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（05.9）�

第45期中間期決算ハイライト●連結・単体

株主の皆様へ

代表取締役社長　

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45期上半期（2005

年４月１日から2005年９月30日まで）を終了いたしました。

ここに中間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。

当社が主力とする消費者金融事業の当中間期における

業績は、株式会社三井住友フィナンシャルグループ（以

下、「SMFG」）との戦略的提携に基づくアットローン株

式会社の新規連結により、営業収益が増加に転じました。

その反面、新規連結による貸倒費用の増加や提携事業に

関わる初期投資費用の発生等により、経常利益、中間純

利益ともに前年同期比で減益となりましたが、これは、

あくまで前向きな成長戦略の一環として捉えています。

今後は、SMFGとの提携を通じて、「金利のフルライ

ン戦略」をより一層推進することにより、幅広い金利帯

でお客様の多様なニーズにお応えしていく方針です。

株主の皆様におかれましては、なにとぞ倍旧のお力添えを

賜りますようお願い申し上げます。

2005年12月

神内 博喜
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事業活動のご報告

2005年度中間期の成果

■予断を許さない事業環境
依然として、企業規模や業種、地域等で経済の回

復に格差があることや、原油価格の高騰など内外に

懸念材料はあるものの、設備投資の増加や雇用環境

の改善など明るい兆しが見えてきました。踊り場に

あった国内景気の本格的な回復が期待されます。

当社グループが主力とする消費者金融事業におきまし

ても、自己破産申立件数が減少するなど改善が見られま

したが、弁護士等による法的債務整理の増加、あるいは

主要な顧客である若年層の失業率の高止まりなどに加

え、業種・業態の垣根を越えた競合他社の業務提携や

新規参入の動きも活発で、依然として予断を許さない事

業環境が続いています。

■SMFGとの業務提携によるカスケード事業
が本格的にスタート
このような経営環境の下で当社グループでは、「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、消費者金融事業を中心に新たな施策の

導入や業務の効率化、顧客拡大に注力して参りました。

当中間期における施策のハイライトは、2004年９月に株式

会社三井住友フィナンシャルグループ（以下、「SMFG」）

と締結した業務提携基本契約に基づき、本年４月から株式

会社三井住友銀行（以下、「SMBC」）、アットローン株式会

社（以下、「アットローン」）との間で、「カスケードスキーム」

による消費者ローン事業（以下、「カスケード事業」）を本格

的にスタートさせたことです。

カスケードスキームとは、３社が連携して幅広い金

利帯の商品を提供することにより、お客様の多様な資

金ニーズにお応えしていく仕組みです。具体的には、

SMBC(貸付年利率８％～12％)及びアットローン(同15％

～18％)並びに当社(同18％～25.55％)の３つのブランド

が連携しており、複数のブランドへの一括申込みや紹

介等により、お客様のニーズに対してフレキシブルか

つ効果・効率的に対処できるようになりました。加え

て、共同開発したカスケード事業専用の新型ローン契

約機をSMBC店舗内に本年９月末時点までに521台配

し、お客様の利便性向上を図っています。

新型ローン契約機以外にも電話やインターネットを通じ

て、各社のローン商品の申込受付・審査を、東京都港区

に設立した集中コールセンターで行っており、与信審査か

ら延滞債権の管理・回収まで、当社が全面的に支援する

かたちとなっています。

提携事業のマーケティングイメージ

8％～12％ 15％～18％ 18％～25.55％

銀行ローン利用者層 信販・クレジット利用者層 消費者金融会社利用者層

お客様の信用リスクに応じた金利商品を提供

戦略的提携事業
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■着実に伸びるカスケード事業の口座数と
貸付金残高
本カスケード事業は、当社が中長期の経営戦略の軸

に据えた「金利のフルライン戦略」、すなわち従来の株式

会社モビット（貸付年利率15％～18％）、株式会社クオー

クローン（本年６月に「ぷらっと」から商号変更）及びサ

ンライフ株式会社（同29.2％）を加えたグループ全体で複

数の金利帯による商品展開を更に推し進めたものです。

銀行のブランド力、信用力によって消費者金融業

界に抵抗感をお持ちの方々にもお取引いただき、

顧客基盤の拡大を図って参ります。

今期から、SMBCのブランド力やマスプロモー

ションによる相乗効果を得て、カスケード事業を

推し進めて参りました。その結果、事業開始後、

上半期での３社合計の新規契約口座数は約７万３千

件、営業貸付金残高は429億82百万円となりました。

■収益基盤強化への新たな取り組み
SMFGとの戦略的提携のほかにも、収益基盤強化に

向けた様々な施策を進めています。

まず、債権の良質化に向けて全国７ヵ所で法的対応

債権を管理していた法務センターを、今年４月に貸倒債

権を管理していたCRセンターに統合し、「管理部」を東西

２ヵ所に発足させました。これは弁護士介入等の法的対

応債権や貸倒債権への対応力強化と効率化を図るため

の施策です。

また、当社では新たなお客様の獲得と顧客満足度向

上を目指し、ITの活用及び事業提携によるサービス拡

充に努めています。その一環としてお客様のニーズであ

る、新規受付時間の短縮を図るためにローン申込機「超

速」の設置展開を推進しています。｢超速｣は、新規申込

受付・仮審査・仮カード発行を５～10分で行う専用端末

で、省スペース・ローコストで設置できるメリットがあります。

現在、大都市の商業エリアやロードサイド等を中心に設

置を進めていますが、本年８月より株式会社エーエム・

ピーエム・ジャパンとの提携により、新たにコンビニエンス

ストアam／pm店内への設置も進め、９月末時点で790

台の「超速」を配しています。入出金につきましても、同様

にコンビニエンスストアや金融機関と提携を促進し、業界

トップのネットワークを構築するとともに、インターネットバン

キングを利用した即時返済システムの利用可能金融機

関の拡大にも努めました。

消費者金融業界で長年培ってきた与信ノウハウや経

営資源を活用した信用保証事業も、カスケード事業の進

捗に伴い順調に伸びています。

■営業収益は増加に転じる
こうした様々な施策を進めた結果、当中間期の連結

業績は、SMFGとの業務提携に基づきアットローンを新た

に連結対象に加えたことで営業貸付金残高が増え、営

業収益は前年同期比38億54百万円増加し、1,904億60

百万円（前年同期比2.1％増）となりましたが、経常利益

は前年同期比150億69百万円減少して528億７百万円

（同22.2％減）、中間純利益も同じく87億21百万円減少

し、313億58百万円（同21.8％減）となりました。減益の主

な要因は、新規連結に伴う貸倒費用等の増加やカスケー

ド事業への初期投資費用等によるものです。
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今後の事業展開と通期の見通し

■提携事業を中心とした組織戦略
長引く景気低迷による事業環境に対処するため、

当社はコスト削減等に努め、構造改革による企業体

質の強化を図って参りました。そうした中で、日本

経済に明るい兆しが見え始めてきたことを受けて、

収益面での改善を図るためにSMFGとの提携事業の

推進と営業支援体制の強化を中心に据えた組織変更

を行っています。具体的には、SMFGとの各種提携

施策の企画に特化する「提携プロジェクト」と、企

画された事業の業務支援に特化する「提携推進部」

を新設しました。更に、SMFG以外との提携事業に

関する機能を集約した「提携事業部」を設けること

で、ATM提携や銀行保証事業といった各種提携事

業の強化に向けた体制が整いました。

SMFGとの提携事業では、プロモーションの強化

やシステムの見直し、そして受付チャネルの増設等

により、カスケードスキームを浸透させ、更なる口

座数獲得と営業貸付金残高の増大を目指します。

また、信用保証事業やサービサー事業への進出等、

SMFG以外との提携事業についても、引き続き取り

組んで参ります。更に、海外金融事業への進出につ

いても重要事項として捉えています。

通期の連結業績見通しといたしましては、営業収益

3,809億35百万円（前期比3.0％増）、経常利益966億円

（同26.2％減）、当期純利益582億円（同22.8％減）を見

込んでおります（注）。

■株主の皆様への還元を目指して
当社グループは、株主の皆様への安定的かつ継続的

な利益還元を経営の最重要課題として位置付けていま

す。内部留保の充実により、財務体質の強化を図り、債

権の良質化と業務提携の推進による強固な事業基盤

をもって業績の向上に努めることが、株主の皆様にお応

えする最善の方策と考えております。

前期末より、利益還元策の一環として単元株主の皆様

に対して、地方特産品3,000円相当のギフトカードを贈呈す

る「株主優待制度」を導入していますが、大変ご好評をい

ただいておりますので、今期も引き続き実施する方針です。

当中間期は減益ながらも、株主の皆様への還元策

として、通期で前期と同額配当を維持できるように

努めています。

事業活動のご報告

（注）上記の連結業績見通しは、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。

※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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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

第42期�
（03.3）�

第45期�
（05.9）�

15,996

13,267

15,938

13,162

連結� 単体�

2,940

2,4412,538

3,226
3,023

2,383

3,005

2,361

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第42期�
（03.3）�

第45期�
（05.9）�

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

1,628
1,4611,098
1,043

418
530

1,598
1,4641,102
1,047

417
496

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第42期�
（03.3）�

第45期�
（05.9）�

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
提携事業の推進で
顧客基盤を拡大
当社グループの主力事業であ

る消費者金融事業につきまして

は、アットローンを新規連結した影

響により営業貸付金残高が増加した結果、当中間期の

「金融事業収益」は、前年同期比38億27百万円増加し、

1,847億81百万円（前年同期比2.1％増）となりました。

当期に取り組んだ主な施策は、以下のとおりです。

① SMFGとの戦略的提携事業の推進

SMFGとの業務提携の一環として、株式会社ぷらっと

は、信販会社である株式会社クオークと今年６月より提携

事業を開始し、これに伴い、商号を「株式会社クオーク

ローン」に変更したほか、10月には株式会社クオークを引

受先とする第三者割当増資を実施しました。

② 組織体制の強化

当社では、本年４月に提携事業の推進と営業支援体

制の強化及び業務の効率化を主眼とした組織変更を行

いました。提携事業の推進体制に関しては前項でご報告

しましたが、営業支援体制は、ローン事業の企画機能の

強化を目的として、営業戦略・方針の立案機能に特化し

た「マーケティング部」を新設したほか、分散していたチャ

ネル開発機能を「チャネル開発部」に集約し、一元管理

による業務の効率化を図りました。更に、インターネット店

舗や提携カード等の受付・審査機能を持つ総合サービス

センターを統合した「コンタクトセンター」を東西２ヵ所に新

設し、お客様対応業務を一元化しました。

③ 債権の良質化

統計分析に基づく自動与信システム「ナビゲーションシ

ステム」をより有効に活用するため、新規契約から回収ま

で一貫して営業店で担当するシームレスな債権管理体制

を構築する一方、急増する弁護士介入等の法的対応債

権や貸倒債権への体制整備を進めるとともに、各種研

金融事業収益の推移�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

1,973 1,949

第45期�
（05.9）�

1,809 1,847

3,956 3,779

（億円）通期� 中間�

3,595
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単体

自社� 提携�

84,487
86,326

1,839

96,829
98,554

1,725

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第42期�
（03.3）�

104,866
106,580

1,714

104,651
106,365

1,714

第45期�
（05.9）�

自動契約機� ローン申込機�

1,493
1,493

1,440
123
1,563

1,444

452
1,896

1,447

790
2,237

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第42期�
（03.3）�

第45期�
（05.9）�

男性� 女性�

1,778

1,545
3,323

1,753

2,322

4,075

1,773

1,690
3,463

1,780

1,777
3,557

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第42期�
（03.3）�

第45期�
（05.9）�

CD・ATM台数 （台） 自動契約機・ローン申込機台数（台） 従業員数 （名）

修・OJTを通じてカウンセリング能力の向上、コンプライン

アンスの徹底にも引き続き注力しました。

④ 商品・チャネルネットワークの拡充

当社では、ITの活用や事業提携によるサービスの拡充

に取り組んでいます。契約チャネルにつきましては、ローン

申込機「超速」の設置展開、SMBCと共同開発した新

型ローン契約機など前項でご報告のとおりです。入出金

チャネルにつきましては、金融機関やコンビニエンスストア

との提携を推進し、本年９月末で、提携先数421機関、自

社ATMを含む入金・出金チャネル数は121,684ヵ所（自

社ATM1,714台、提携ATM・

CD104,651台、コンビニエンスス

トア15,319店舗）で、業界トップの

ネットワークを構築しています。

信用保証事業につきましては、

本年４月よりアットローンが以前より

展開していた信用保証提携先２社

を引き継いだほか、カスケード事業に係るSMBC及びアットロ

ーンに対する信用保証業務も開始し、保証提携先は11社と

なりました。信用保証残高も、カスケード事業の進捗に伴い順

調に伸び、９月末現在で491億82百万円となっています。

また、株式会社ネットフューチャーのコールセンター代行事

業や株式会社STCの金融機関向けシステム開発事業等の

金融周辺事業では、外部受注の新規開拓を推進しました。

以上により、当中間期の「その他の事業収益」は、台湾

における割賦販売事業の終了という減収要因があったも

のの、カスケード事業による保証料収入の増加が大きく寄

与したことから、前年同期比27百万円増加し、56億78百

万円（前年同期比0.5％増）となりました。

その他の事業収益の推移�
（億円）�

81
70

56 56

149
130

通期� 中間�

102

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（05.9）�

その他の事業
カスケード事業に係る
信用保証事業を強化
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（負債の部）
流動負債 378,129 367,632
支払手形及び買掛金 610 709
短期借入金 94,590 82,706
1年内返済予定長期借入金 162,625 188,123
1年内償還予定社債 85,000 50,000
未払法人税等 17,923 25,879
賞与引当金 3,498 3,571
債務保証損失引当金 1,439 923
その他 12,441 15,718
固定負債 558,309 612,669
社債 180,000 215,000
長期借入金 361,259 380,424
退職給付引当金 14,278 14,333
役員退職慰労引当金 389 378
補償損失引当金 860 860
その他 1,521 1,672
負債合計 936,439 980,301

（少数株主持分）
少数株主持分 9,458 10,854

（資本の部）
資本金 80,737 80,737
資本剰余金 138,414 138,458
利益剰余金 599,023 575,196
その他有価証券評価差額金 4,372 3,432
為替換算調整勘定 △ 493 △ 1,051
自己株式 △ 36,952 △ 2,786
資本合計 785,102 793,986

負債、少数株主持分及び資本合計 1,731,000 1,785,142

区分 当中間期末 前期末
05年9月30日現在 05年3月31日現在

■ 中間連結貸借対照表
（単位：百万円）

（資産の部）

流動資産 1,590,643 1,643,604

現金及び預金 56,573 67,302

受取手形及び売掛金 830 968

営業貸付金 1,593,879 1,599,635

短期貸付金 17,324 44,376

繰延税金資産 24,314 29,660

その他 29,543 32,013

貸倒引当金 △ 131,822 △ 130,352

固定資産 140,357 141,538

有形固定資産 77,758 79,527

建物及び構築物 15,871 16,420

器具備品及び運搬具 11,052 12,094

土地 50,643 50,711

建設仮勘定 191 301

無形固定資産 24,389 24,942

連結調整勘定 13,373 14,486

その他 11,016 10,456

投資その他の資産 38,208 37,067

投資有価証券 19,510 18,650

繰延税金資産 3,963 4,658

その他 14,734 13,758

資産合計 1,731,000 1,785,142

区分 当中間期末 前期末
05年9月30日現在 05年3月31日現在

（単位：百万円）

中間連結財務諸表

（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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■ 中間連結損益計算書 ■ 中間連結剰余金計算書

■ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

営業収益 190,460 186,605
営業貸付金利息 181,415 177,757
その他の金融収益 6 10
商品売上高 576 1,885
その他の営業収益 8,460 6,951
営業費用 138,538 120,163
金融費用 8,003 9,546
商品売上原価 469 1,114
その他の営業費用 130,065 109,502
営業利益 51,921 66,441
営業外収益 1,089 2,059
受取利息及び受取配当金 167 1,308
保険金及び保険配当金 29 40
匿名組合出資利益 284 253
厚生年金基金掛金戻入益 150 ―
持分法による投資利益 80 166
その他 378 291
営業外費用 202 623
支払利息 23 51
新株発行費 ― 230
店舗等移転諸費用 108 116
店舗等解約費 25 ―
その他 46 225
経常利益 52,807 67,877
特別利益 586 330
投資有価証券売却益 583 325
その他 2 5
特別損失 598 989
固定資産除売却損 431 146
減損損失 120 441
債権売却損失 ― 385
会員権評価損 ― 1
その他 45 15
税金等調整前中間純利益 52,796 67,218
法人税、住民税及び事業税 17,639 16,163
法人税等調整額 5,415 11,185
少数株主損失 1,617 211
中間純利益 31,358 40,080

（単位：百万円）

区分
当中間期 前中間期
05年4月１日から 04年4月１日から
05年9月30日まで 04年9月30日まで

（資本剰余金の部）
資本剰余金期首残高 138,458 92,287
資本剰余金増加高 ― 46,045
増資による新株の発行 ― 31,684
自己株式処分差益 ― 14,361
資本剰余金減少高 43 ―
自己株式処分差損 43 ―

資本剰余金中間期末残高 138,414 138,333
（利益剰余金の部）

利益剰余金期首残高 575,196 512,784
利益剰余金増加高 31,358 40,080
中間純利益 31,358 40,080
利益剰余金減少高 7,531 6,246
配当金 7,398 6,049
役員賞与 133 84
連結子会社増加に伴う利益剰余金減少高 ― 112

利益剰余金中間期末残高 599,023 546,618

（単位：百万円）

区分
当中間期 前中間期
05年4月１日から 04年4月１日から
05年9月30日まで 04年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 42,747 37,098

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 6,875 10,695

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 75,086 △ 21,431

現金及び現金同等物に係る換算差額 15 1

現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） △ 39,198 26,364

現金及び現金同等物期首残高 110,853 101,110

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ― 313

現金及び現金同等物中間期末残高 71,655 127,789

（単位：百万円）

区分
当中間期 前中間期
05年4月１日から 04年4月１日から
05年9月30日まで 04年9月30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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中間単体財務諸表

■ 中間単体損益計算書■ 中間単体貸借対照表

（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 1,417,631 1,480,747

固定資産 172,216 172,350

有形固定資産 67,401 68,714

無形固定資産 8,282 6,963

投資その他の資産 96,532 96,672

資産合計 1,589,848 1,653,098

（負債の部）

流動負債 280,469 277,306

固定負債 547,096 601,304

負債合計 827,566 878,611

（資本の部）

資本金 80,737 80,737

資本剰余金 127,337 127,381

利益剰余金 586,787 565,722

その他有価証券評価差額金 4,371 3,431

自己株式 △ 36,952 △ 2,786

資本合計 762,282 774,486

負債及び資本合計 1,589,848 1,653,098

区分 当中間期末 前期末
05年9月30日現在 05年3月31日現在

（単位：百万円）

営業収益 154,227 158,123

営業貸付金利息 149,947 154,261

その他の営業収益 4,279 3,861

営業費用 105,560 97,132

金融費用 7,600 9,356

その他の営業費用 97,959 87,776

営業利益 48,667 60,990

営業外収益 853 1,692

営業外費用 164 483

経常利益 49,356 62,199

特別利益 586 329

特別損失 1,853 703

税引前中間純利益 48,089 61,825

法人税、住民税及び事業税 15,451 14,921

法人税等調整額 4,056 9,867

中間純利益 28,580 37,036

前期繰越利益 7,243 6,304

中間未処分利益 35,824 43,341

（単位：百万円）

区分
当中間期 前中間期
05年4月１日から 04年4月１日から
05年9月30日まで 04年9月30日まで



連結子会社・関連会社概要 2005. 9. 30現在

金融事業�

株式会社クオークローン�

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� 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・分析及び買取（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�

10

（注）1. 株式会社クオークローンは、2005年6月13日に株式会社ぷらっとから商号変更を行った会社で
あります。同社は、2005年10月3日に株式会社クオークに対して第三者割当増資を行っており
ます。これにより同社の資本金は、54億34百万円となり、当社の議決権の所有割合は85.00％
となりました。

2. 上記子会社のうち、アットローン株式会社は特定子会社に該当します。



プロミスJCBカードを自社発行し、カードフェイスもリニューアル

当社では、株式会社ジェーシービー（以下、JCB）

とブランドカード発行契約を締結し、JCBのクレジット

機能を付与した「プロミスJCBカード」を自社で発行す

ることにいたしました。

1999年６月よりJCBのイシュア（発行体）であるジー

シー有限会社と提携し、プロミスJCBカードを発行して

参りましたが、自社発行化によって、お客様へのより一

層のサービスの向上を図ります。

また、自社発行化に合わせてプロミスJCBカードと

キャッシングカードの「プロミスカード」「プロミスEdy

カード」のカードフェイスデザインを、シンプルでスタイ

リッシュな統一デザインへリニューアルしました。

自社発行のプロミスJCBカードは、本年10月８日か

らご利用いただいており、以下のとおり機能強化及び

サービスの追加を図っています。

① ICカード化によるセキュリティーの強化

当社の全国417の有人店舗のうち、220の店舗で

カードの即時発行に対応。ICカードの即時発行体制

としては、国内最大規模です（郵送による発行も可）。

②ショッピング代金の支払方法の拡充

従来の口座振替、ATM、郵便振替による収納代

行の支払方法に加え、当社店頭でのお支払い、振込、

郵送（現金書留または電信為替）、更にセブン-イレブ

ン、ローソン、ファミリーマート、サンクス、サークルＫほ

か計15社のコンビニエンスストアからの収納代行によ

るお支払いができるようになりました。

T O P I C S
トピックス
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プロミスレディスゴルフトーナメント開催

当社主催の「プロミスレディスゴルフトーナメント」が、

去る6月24日から26日までの3日間、兵庫県のウォー

ターヒルズゴルフ倶楽部（6,387ヤード、パー72）で開催

されました。

今回で4回目となるこの大会は、新人の登竜門とし

て位置付けられ、当社が推薦した新人プロを含む総

勢108名が出場しました。

決勝ラウンドの最終日、9アンダーの首位でスタート

した韓国の具倫希（クユンヒ）選手が、前半でスコアを

4つ伸ばし、後半、表純子選手

など後続勢がスコアを伸ばして

くる中、14、15番の連続バーデ

ィで突き放し、2位と1打差の通

算15アンダーで、優勝を飾り、賞

金1,080万円を手にしました。

具選手は４年前に母国の

韓国でプロデビューし、今

季から日本ツアーに参戦し

ていますが、プロアマを通じて優勝経験はなく、

嬉しいツアー初優勝を飾りました。

注目の横峯さくら選手は、最終日35位スタート

ながらも、今季最終日自己ベストの67を記録し、

11位まで追い上げました。

本ゴルフトーナメントは、当社が社会活動の一

環として取り組んでいるイベントです。第１回大

会より「新人選手の登竜門」と位置付け、ツアー

参加が難しい新人選手に出場の機会を提供してき

ました。今回も、ベテラン勢に混じって、新鋭の

めざましい活躍が目立ちました。来年も、素晴ら

しい熱戦が期待されます。

12

優勝した具倫希選手と神内最高顧問

横峯さくら選手
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株式の状況 2005. 9. 30現在

株式分布状況

所有者別状況

所有株数別状況

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 4,944名

大株主
株主名 所有株式数（千株） 議決権比率（％）

株式会社三井住友銀行 21,583 16.66
神内　良一 11,000 8.49
神内　由美子 9,144 7.06
日本生命保険相互会社 5,704 4.40
株式会社新生銀行 5,682 4.39
日本トラスティ・サービス 5,603 4.32信託銀行株式会社（信託口）
ザ チェース マンハッタン
バンク エヌ エイ ロンドン 5,115 3.95

住友信託銀行株式会社 4,000 3.09
日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 3,768 2.91

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 2,719 2.10

金融機関 �
56,735千株（42.08％）�

個人その他�
24,788千株（18.38％）�

自己株式�
5,272千株（3.91％）�

外国法人等�
42,365千株（31.40％）�
�

証券会社 �
1,850千株（1.37％）�

その他の法人 �
3,854千株（2.86％）�

�

2万5千株以上 �
2,527千株（1.87％）�

�

2千5百株以上 �
369千株（0.27％）�

5百株以上�
618千株（0.46％）�

5百株未満�
456千株（0.34％）�

5千株以上 �
2,598千株（1.93％）�

25万株以上 �
10,140千株（7.52％）�

�

5万株以上 �
10,770千株（7.99％）�

�

50万株以上�
107,384千株（79.62％）�

（注）1.当社は自己株式5,272千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外しております。
2.住友信託銀行株式会社の所有株式数には、日本トラスティ・サービ
ス信託銀行株式会社・住友信託退給口の株式3,600千株（議決権比
率2.78％）を含んでおります。
3.平成17年９月12日付にて、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、りそな信託銀行株式会社及び預金保険機
構より共同保有者として変更報告書が提出されております。同報告
書により平成17年８月31日現在、同共同保有者の所有株式数は合計
6,934千株（発行済株式総数に対する所有株式の割合5.14％）である
旨の報告を受けておりますが、当中間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、大株主には含めておりません。
4.「所有株式数」は、千株未満を切り捨てて記載しております。
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会社概要 2005. 9. 30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 1,464店舗

従業員数 3,557名

役員

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

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

常 勤 監 査 役 越田　和也

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

（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、様々な情報発信を
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://www.promise.co.jp/ir/

執行役員

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



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

環境に配慮した「大豆油インキ」�
を使用しています。�

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

公告登記アドレス 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


