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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。平素はひ

とかたならぬご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。このた

び当社は、第46期（2006年4

月1日から2007年3月31日ま

で）を終了いたしました。事業

内容をご報告するにあたり、一

言ごあいさつ申し上げます。

当期は、利息返還請求の増加に伴う引当金の計上等

により、上場以来初の赤字決算となりました。しかし、十

分な引当金を計上して将来に備えることで、次期以降、

黒字転換する計画です。

また、3年後を目処に全面施行される改正貸金業規制

法では、金利引下げ、および総量規制等が導入され、消

費者金融業界は大きな環境変化に直面します。そこで、

当社グループは、こうした状況に対応するために、チャネ

ルの統廃合をはじめとする事業再構築により、コスト削減

を図るとともに、複数の新事業を立ち上げることで将来の

収益確保に全力を上げて取り組んでいます。また、社会

の一員として、企業の社会的責任（CSR）を果たしなが

ら、企業価値を高め、ひいては永続的発展を目指します。

今後は、株式会社三井住友フィナンシャルグループとの戦

略的業務提携を推進し、双方の培ってきたブランド・ノウハ

ウを活かして、激動の環境変化に対応していく所存です。

株主の皆様におかれましては、当社の経営努力、およ

び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。

2007年6月 代表取締役社長

神内 博喜

ごあいさつ

第46期決算ハイライト ●連結・単体

第46期�
（07.3）�

連結� 単体�

898 844

1,308

△2,015 △1,968

1,181

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

700 677

第45期�
（06.3）�

当期純利益（億円）

連結� 単体�

415

493

753

681

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

420 409

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

△3,782△3,749

第46期�
（07.3）�

連結� 単体�

6,3666,240

7,939 7,744

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

7,7637,546

3,861
3,603

第45期�
（06.3）�

自己資本（注）（億円）

連結� 単体�
3,909

3,221

3,698

3,130

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

3,812

3,079

3,689

2,999

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

営業収益（億円） 経常利益（億円）

（注）昨年の会社法の施行に伴い、第46期から「資本の部」より、「純資産の部」へ変更を行っている。第46期
は「純資産の部」合計額を表記している。従前の「資本の部」合計額に相当する額は、連結：3,789億円、
単体：3,603億円（億円未満切捨て）となる。
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1.利息返還損失に対する大幅な引当計上
消費者金融業界（以下、「当業界」）に対するマスコミ

報道の過熱、および弁護士の広告解禁等を受けて、利息

返還請求が急増しています。これを受けて、日本公認会計

士協会より「消費者金融会社等の利息返還請求による損

失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い※1」（以

下、「指針」）が公表されました。前期決算では、返還見込

み額の単年度分を計上していましたが、当期は、この「指

針」に従い、過去複数年について今後発生する可能性の

あるものについて合理的に見積もりました。また、貸付元

本との相殺分については貸倒引当金に計上しています。

当期は、将来の利息返還のために十分な備えを行った

結果、赤字決算となりました。しかし、次期以降の引当計

上は単年度分になるため、黒字決算を予定しています。

2.経営環境の激変
近年の当業界を取り巻く環境は、急激な変化を続け

ています。量的金融緩和政策解除、およびこれに続くゼ

ロ金利政策解除等の影響を受けて、資金調達コストの

上昇傾向が続くものと思われます。また、おおむね3年以

内に全面施行される改正貸金業規制法※2により、貸付

上限金利が引下げられるとともに、融資金額の総量規

制が導入されます。

改正貸金業規制法は、2006年12月に公布され、公布

から1年以内に本体施行がなされます。本体施行から2

年半以内に全面施行が予定されており、公布からおお

むね3年を目処に全面施行される予定です（図1参照）。

3.対策と展望
激変する経営環境の下、当社グループでは個人向け無担

保ローン事業のコスト削減に努めるとともに、新たなビジネス

モデル開発に着手しています。個人向け無担保ローン事業

では、集中センターの統合、チャネル統廃合、子会社再編、

および人員の適正化を柱としたコスト削減策を講じます。

同時に、新事業への参入を図り、将来的には、収益の

柱のひとつに育てる方向で取り組んでいます。こうした戦

略を通じて、事業ポートフォリオの再構築を図ります。

また、国内規制の影響を受けない海外での事業展開

を拡大します。現在、当社グループは、香港、およびタイ

に子会社を置いて事業拠点にしています。今後は、他

のアジア周辺国での事業展開を視野に入れています。

最後に、これまで以上に株式会社三井住友フィナン

シャルグループ（以下、「SMFG」）との提携を強化し、

経営基盤の安定化を図ります。

環境変化への対応と今後の展望

※1.「日本公認会計士協会平成18年10月13日 業種別委員会報告第37号」
※2.「貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」

改正貸金業規制法の施行スケジュール（図1）

本体施行� インフラ整備� 金利引下げ・総量規制�

[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）]�
�

公布より1年以内� 本体施行より1年半以内� 本体施行より2年半以内�

（2006年12月20日公布）�

公布よりおおむね3年を目処 

公 布�
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当期のわが国経済は、企業収益の改善や設備投資

の拡大により、雇用・所得環境改善が見られるなど、景

気は緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、

業種・業態間や地域間の経済格差の拡大、金利の上昇

等の懸念材料も依然として残っています。当業界では、

法的債務整理や利息返還請求が急増する中、2006年

12月に、出資法上の貸付上限金利の大幅な引き下げ

や、融資金額の総量規制の導入等を盛り込んだ「貸金

業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律」

が成立するなど、業界を取り巻く経営環境は、一段と厳

しい状況となっています。

当社グループの消費者金融会社各社は、「出資の受

入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」（以下、

「出資法」）の規制を受けています。貸付金利は、年

29.2％を上限として規制されています。当社グループの消

費者金融会社各社では、いずれも出資法上の規制金利

以下の金利を上限として貸付を行っています。

また、「利息制限法」による規制も受けています。同法

第１条第１項では、金銭を目的とする消費貸借上の利息

の契約について、利息の最高限を超過する部分は無効と

されています。利息制限法では、元本が10万円未満の場

合年20％、10万円以上100万円未満の場合年18％、100

万円以上の場合年15％により計算した金額を、その最高

限としています。その一方で、貸金業規制法第43条により、

この超過部分を債務者が利息として任意に支払ったこと、

同法第17条並びに第18条に定める書面を交付しているこ

と等の要件をすべて満たしている場合には、利息制限法

第１条第１項の規定に関わらず、有効な利息の債務の弁

済とみなす（以下、「みなし弁済」）とされています。

利息制限法では、年15%～20%が貸付上限金利とさ

れ、出資法では、年29.2%が貸付上限金利とされていま

した。この上限金利の差分が、いわゆる「グレーゾーン

金利」と呼ばれるものです。「みなし弁済」により、出資

法の上限金利での営業が一般に認められたものでした。

しかし、2006年1月に、債務整理に関する個々の訴訟

案件において「みなし弁済」の要件を満たしていないと

する最高裁判決が出たことで、利息返還請求を中心と

する法的債務整理が急増しています。

株式会社三井住友フィナンシャルグループ並びにそのグ

ループ企業（以下、「ＳＭＦＧグループ」）との提携による信

用保証残高は順調に伸長し、保証事業収入は着実に拡

大しています。しかし、利息返還請求に伴う貸倒償却の増

加等の影響で、営業貸付金残高、および利息収入が減少

した結果、当期の営業収益は368,915百万円（前期比

3.2%減）となりました。利益面では、日本公認会計士協会

の「指針」を踏まえ、利息返還損失引当金418,760百万円

(貸倒引当金として計上した元本相殺見込額167,750百万

円を含む)を計上したほか、アットローン株式会社（以下、

「アットローン」）、株式会社クオークローンの「のれん」の減

損処理、および繰延税金資産評価の厳格化等により、経

常損失は201,502百万円、当期純損失は378,282百万円と

なりました。

なお、期末配当金は1株につき52円50銭とさせていただ

きました。これにより、当期の年間配当金は一株につき

105円となりました。

経営環境の激変による影響《2007年3月期の状況》

事業活動のご報告

当期の経営環境について

当期の業績
出資法とみなし弁済
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今後の国内景気は、引き続き緩やかな回復基調で推

移するものと予想されますが、企業間・地域間・個人間

等における経済格差の拡大や、原材料価格の動向、ゼ

ロ金利政策解除による長期金利の動向といった懸念材

料も依然としてあります。

当業界では、自己破産申立件数は減少傾向にあるも

のの、法的債務整理や利息返還請求が急増しています。

また、前述のとおり、2006年12月に改正貸金業規制法が

成立しました。全面施行までにおおむね3年間の移行期

間が設けられているものの、今回の法改正が当業界に与

える影響は非常に大きく、マーケットの大幅な信用収縮

や業界の再編・淘汰が懸念されています。

当社グループは、こうした経営環境の変化に迅速か

つ柔軟に対応し、収益性と社会的責任の両立により、

企業価値の最大化を図っていきます。

消費者金融事業では、SMFGグループとの戦略的提携

をさらに推進する一方、お客様とのコミュニケーションを

重視した営業の実践、適切な信用供与、多様なニーズに

対応した商品・サービスの提供等を通じて、「お客様支持

No.1」を目指します。また、金融周辺事業の拡大だけでな

く、既に事業展開している賃貸不動産関連サービスや、

株式会社ライブドアホールディングス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事業への参入、自動車関

連サービス事業等への進出など、新しいビジネスモデル

の開発にも取り組んでいきます。今後は、新設した総合フ

ァイナンス会社「株式会社Doフィナンシャルサービス」（以

下、「Doフィナンシャルサービス」）を通じて、こうした幅広

い消費局面での資金ニーズにお応えし、収益基盤を拡大

させていきます。

海外事業では、現在消費者金融事業を展開している香

港、およびタイに続く新市場の開拓を図るべく、アジア全

域を視野に入れた調査・研究に取り組みます。

このほか、法改正に対応した組織の構築と内部統制シ

ステムおよびリスク管理体制の強化、コスト効率化と財務

基盤の安定に取り組むとともに、お客様の多重債務化の

抑制や社会貢献活動等を通じて、信頼される企業集団を

目指していきます。

以上の状況を踏まえ、2008年3月期の連結業績について

は、営業収益335,100百万円（前期比9.2％減）、経常利益

19,400百万円、当期純利益14,000百万円を見込んでいます。

また、次期の配当については、年間配当金1株につき40

円（うち中間配当金1株につき20円）を計画しています。

多角的な取り組みにより、収益基盤を拡大《今後の事業展開と次期の見通し》

（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。

法改正など経営環境の変化に対応

次期の業績見通しについて

金融周辺事業の拡大と新規事業の立ち上げ

金融事業収益の推移�（億円）�

第46期�
（07.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

3,6023,7213,779
3,595
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事業活動DATA

連結・単体

連結� 単体�

15,290
13,528

15,996

13,267

第46期�
（07.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

15,809

12,953
14,918

11,938

連結� 単体�

2,940

2,441

3,023

2,383

第46期�
（07.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

2,950

2,309

2,775

2,124

連結・無人店舗� 単体・無人店舗�
連結・有人店舗� 単体・有人店舗�

第46期�
（07.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

1,644
1,478

430
544

1,100
1,628

530
418

1,098 1,461
1,043

1,586

472 415

1,114 1,474
1,059

1,578

471 413�

1,107�1,470�
1,057�1,048

営業貸付金残高 （億円） 営業店舗数 （店）顧客数 （千人）

提携戦略の推進とともに、既存事業を拡充《事業別の状況》

金融事業については、SMFGグループとの提携事業を

はじめとする信用保証残高の順調な積み上げにより保証

事業収入が増加したものの、法改正に関連した報道等

による消費者金融業界全般へのイメージの悪化や、利息

返還請求の増加に伴う貸倒償却の増加等により、営業貸

付金残高の大幅な減少を余儀なくされました。その結果

として、利息収入が減少し、当期の「金融事業収益」は、

360,265百万円（前期比3.2％減）となりました。

当社グループは、SMFGグループとの戦略的提携を柱

として、これまで培ってきたノウハウと提携先企業の持つ

強みを融合することで、顧客層の拡大と利便性の向上に

取り組んでいます。

SMFGグループとの提携事業の柱であるカスケード事

業（株式会社三井住友銀行（以下、「SMBC」）、アットロ

ーン、および当社の3社共同による消費者ローン事業）に

ついては、これまで順調に事業規模を拡大してきたもの

の、現在の消費者金融市場に対する社会情勢の変化を

踏まえた戦略の見直しを行い、2007年2月よりSMBCとア

ットローンの2社で商品を提供するスキームに変更しまし

た。なお、当社が、これら2社の商品の信用保証を行い、

与信審査から延滞債権の管理・回収まで全面的にサポー

トするスキームは、従来どおりで変更はありません。

また、当社では、カスケード事業に係る2社のほか、

SMFGグループ企業である株式会社ジャパンネット銀行、

地方銀行8行を合わせた計11社より信用保証業務を受託

しています。2007年3月末現在の信用保証残高は、

281 ,385百万円（アットローンとの連結相殺消去分

123,180百万円を含む）となっています。

金融事業の概況

戦略的提携事業の推進
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単体

男性� 女性�

3,323 3,463

1,778

1,545

1,773

1,690

3,582 3,544

1,824 1,789

1,758 1,755

第46期�
（07.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

自動契約機・ローン申込機台数 （台） 従業員数 （名）

自社� 提携�

第46期�
（07.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

96,829

98,554

1,725 1,714

104,866

106,580

1,694 1,682

108,762

110,456

110,690

112,372

自動契約機� ローン申込機�

1,440
123
1,563

1,444

452
1,896

1,466

1,013
2,479

1,463

983
2,446

第46期�
（07.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

当社グループでは、コンプライアンスを徹底し、ITの活

用とコミュニケーションの強化を通じて、営業力の強化と

債権の良質化に取り組んでいます。

営業力の強化については、「お客様の声を営業に活か

そう！」をスローガンに、応対内容を含めたお客様個々の

情報を共有化し、サービス品質の向上を図っています。

また、お客様の利便性と競合環境を勘案しながら、店舗

等のチャネルネットワークの見直しを行う一方、2006年4

月より株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモの携帯電話FOMA

のテレビ電話機能を活用した「見えるコールセンター」を

開始するなど、インターネットやモバイルを活用したサー

ビスの拡充にも努めています。

債権管理面では、コンプライアンスの徹底を第一義とし

て、債権管理業務を細かく規定した自主基準「債権回収

ガイドライン」を厳格に運用しつつ、引き続き厳正な与信の

実施や、担当社員のカウンセリング能力の強化等を通じ、

債権内容の質的向上に努めました。なお、当社グループの

金融会社各社においても、当社の与信システムやノウハウ

の導入とともに、債権管理体制の見直しを図り、与信機能

の強化と債権内容の質的向上を目指しています。

当社では、経営資源を活用し収益基盤の強化を図る

目的から、自社ATMの開放提携事業を展開しています。

2007年3月末現在の提携先数は、クレジットカード会社2

社、信販会社9社、消費者金融会社21社（うち4社はグル

ープ会社）の32社となっています。

また、株式会社ネットフューチャーのコールセンター代

行事業をはじめとする金融周辺事業では、外部受注の新

規開拓を推進し、収益基盤の拡大に取り組んでいます。

当期においては、国内競合環境の激化から商品売上

高が減少した結果、「その他の事業収益」は、8,649百万

円（前期比5.8％減）となりました。

CD・ATM台数 （台）

既存事業の拡充

その他の事業の概況
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（単位：百万円）

（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 1,436,828 1,598,527

現金及び預金 69,833 55,638

受取手形及び売掛金 3,013 4,137

営業貸付金 1,491,835 1,580,982

短期貸付金 72,562 10,530

繰延税金資産 59,648 45,595

求償権 7,397 ー

その他 33,512 37,084

貸倒引当金 △300,974 △ 135,440

固定資産 132,711 161,658

有形固定資産 73,247 76,728

建物及び構築物 14,653 15,815

器具備品及び運搬具 8,102 10,265

土地 50,491 50,646

無形固定資産 9,376 21,030

ソフトウェア 8,090 ー

連結調整勘定 ー 11,964

のれん 516 ー

その他 769 9,065

投資その他の資産 50,086 63,899

投資有価証券 37,652 49,243

繰延税金資産 664 984

その他 11,770 13,670

資産合計 1,569,539 1,760,186

第45期
06年3月31日現在

第46期
07年3月31日現在

区分

連結貸借対照表

連結財務諸表

利息返還損失引当金（流動）
1年以内に予想される過払い金返還に備えて

引当てるものです。

利息返還損失引当金（固定）
1年を超えて請求が予想される過払い金に対

する引当金です。

貸倒引当金
利息返還請求についての貸付元本との相殺

分の金額が、貸倒引当金全体の約56%を占

めています。他に、破産等を原因とする回収可

能性の低い債権を合理的に見積もっています。

のれん
超過収益力を表す勘定科目です。第46期末

より、連結調整勘定をのれんに変更しました。
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（負債の部）
流動負債 419,429 409,714
利息返還損失引当金 72,600 23,970
その他 346,829 385,744
固定負債 763,939 562,054
利息返還損失引当金 178,410 ー
その他 585,529 562,054
負債合計 1,183,368 971,768

（少数株主持分）
少数株主持分 ー 12,059

（資本の部）
資本金 ー 80,737
資本剰余金 ー 138,414
利益剰余金 ー 602,907
その他有価証券評価差額金 ー 11,607
為替換算調整勘定 ー 109
自己株式 ー △ 57,418
資本合計 ー 776,357
負債、少数株主持分及び資本合計 ー 1,760,186

（純資産の部）
株主資本 372,747 ー
資本金 80,737 ー
資本剰余金 138,413 ー
利益剰余金 211,018 ー
自己株式 △57,423 ー
評価・換算差額等 6,163 ー
その他有価証券評価差額金 5,606 ー
繰延ヘッジ損益 △19 ー
為替換算調整勘定 575 ー
少数株主持分 7,261 ー
純資産合計 386,171 ー
負債純資産合計 1,569,539 ー

（単位：百万円）

（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。

第45期
06年3月31日現在

第46期
07年3月31日現在

区分

過払い金返還

過去の取引の中で、利息制限

法の上限金利を超える金利分に

ついて、返還請求があった場合、

一定の要件を満たすものについ

ては、返還請求に応じています。

貸倒引当金

現在、お取引のあるお客様より、

利息返還請求があった場合、ま

ず、お客様に融資している元本と

の相殺をします。この相殺分を合

理的に見積もった金額が貸倒

引当金として計上されています。

貸倒引当金には、他にも破産な

どによる回収可能性の低いもの

が見積もり計上されています。
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（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

（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。

区分
第46期
06年4月1日から
07年3月31日まで

第45期
05年4月1日から
06年3月31日まで

営業収益 368,915 381,297

営業費用 572,239 313,945

営業利益又は損失（△） △203,323 67,351

営業外収益 2,298 3,609

営業外費用 478 948

経常利益又は損失（△） △201,502 70,013

特別利益 4,714 8,377

特別損失 193,528 7,059

税金等調整前当期純利益又は損失（△） △390,316 71,331

法人税、住民税及び事業税 4,587 45,701

法人税等調整額 △11,882 △11,696

少数株主損失 4,738 4,719

当期純利益又は損失（△） △378,282 42,046

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

少数株主
持分

純資産
合計

06年3月31日残高 80,737 138,414 602,907 △57,418 764,640 11,607 ― 109 11,716 12,059 788,417
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当（※） △6,657 △6,657 △6,657
剰余金の配当 △6,657 △6,657 △6,657
役員賞与（※） △79 △79 △79
連結子会社増加に伴う利益剰余金減少高 △210 △210 △210
当期純損失 △378,282 △378,282 △378,282
自己株式の取得 △4 △4 △4
自己株式の処分 △0 0 0 0
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

△6,000 △19 466 △5,553 △4,798 △10,352

連結会計年度中の変動額合計 ― △0 △391,888 △4 △391,893 △6,000 △19 466 △5,553 △4,798 △402,245
07年3月31日残高 80,737 138,413 211,018 △57,423 372,747 5,606 △19 575 6,163 7,261 386,171

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,587 74,552

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,118 △25,801

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,873 △95,729

現金及び現金同等物に係る換算差額 91 △22

現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） 75,686 △47,002

現金及び現金同等物期首残高 63,851 110,853

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 314 ー

現金及び現金同等物期末残高 139,853 63,851

株主資本

（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。

（※）06年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 （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。

連結損益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書

連結株主資本等変動計算書 （06年4月１日から07年3月31日まで）

区分
第46期
06年4月1日から
07年3月31日まで

第45期
05年4月1日から
06年3月31日まで

連結財務諸表
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（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。

営業収益 299,910 307,960

営業費用 497,419 241,750

営業利益又は損失（△） △197,508 66,210

営業外収益 1,019 1,877

営業外費用 363 369

経常利益又は損失（△） △196,852 67,718

特別利益 3,129 8,354

特別損失 193,120 7,183

税引前当期純利益又は損失（△） △386,843 68,889

法人税、住民税及び事業税 2,575 41,562

法人税等調整額 △14,478 △13,667

当期純利益又は損失（△） △374,940 40,994

前期繰越利益 ー 7,243

中間配当額 ー 6,803

当期未処分利益 ー 41,434

（単位：百万円）

06年3月31日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 538,700 41,434 △57,418 743,053 11,609 ― 11,609 754,662
事業年度中の変動額
剰余金の配当（※） △6,657 △6,657 △6,657
剰余金の配当 △6,657 △6,657 △6,657
役員賞与（※） △67 △67 △67
別途積立金の積立（※） 28,000 △28,000 ―
当期純損失 △374,940 △374,940 △374,940
自己株式の取得 △4 △4 △4
自己株式の処分 △0 0 0 0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △5,999 △19 △6,018 △6,018

事業年度中の変動額合計 ― ― △0 ― 28,000 △416,323 △4 △388,328 △5,999 △19 △6,018 △394,347
07年3月31日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 566,700 △374,889 △57,423 354,725 5,609 △19 5,590 360,315

資本金

株主資本

資本
準備金

資本剰余金
利益剰余金

その他
資本剰余金

利益
準備金 別途

積立金

その他利益剰余金
繰越利益
剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・換算差額等

繰延
ヘッジ
損益

評価・
換算
差額等
合計

純資産
合計

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（資産の部）
流動資産 1,234,918 1,402,648
固定資産 150,336 195,700
有形固定資産 63,491 66,613
無形固定資産 8,554 8,806
投資その他の資産 78,289 120,280
資産合計 1,385,254 1,598,348

（負債の部）
流動負債 276,794 291,405
固定負債 748,143 552,280
負債合計 1,024,938 843,685

（資本の部）
資本金 ー 80,737
資本剰余金 ー 127,337
利益剰余金 ー 592,397
その他有価証券評価差額金 ー 11,609
自己株式 ー △ 57,418
資本合計 ー 754,662
負債及び資本合計 ー 1,598,348

（純資産の部）
株主資本 354,725 ー
資本金 80,737 ー
資本剰余金 127,336 ー
利益剰余金 204,073 ー
自己株式 △57,423 ー
評価・換算差額等 5,590 ー
純資産合計 360,315 ー
負債純資産合計 1,385,254 ー

（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。

（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。（※）06年6月20日の定時株主総会における利益処分項目であります。

単体財務諸表

単体貸借対照表

株主資本等変動計算書 （06年4月１日から07年3月31日まで）

単体損益計算書

第45期
06年3月31日現在

第46期
07年3月31日現在

区分 区分
第46期
06年4月1日から
07年3月31日まで

第45期
05年4月1日から
06年3月31日まで
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T OPICS

当社グループでは、消費者金融事業で培ったノウハウ

を活かして収益基盤の拡大を図ります。基本的には、本

業の貸金業を収益ポートフォリオ※1の基軸に据えた上で、

SMFGとの提携強化を図ります。これに加えて、将来にお

ける新たな収益の柱を育てるために、消費者の資金決

済ニーズに直接アプローチする新しいビジネスモデルの

開発に取り組みます。

また、わが国の規制を受けない海外での消費者金融

事業をも強化していきます。現在すでに展開している香港、

タイでの事業拡大を図っていくとともに、新たなマーケット

への進出を視野に入れています。

将来的には、貸金業をはじめとする金融事業、SMFG

との提携事業、新規事業、および海外事業をバランスよ

く組み合わせた事業ポートフォリオを構築してリスク分散を

図るとともに、当社グループのコア・コンピタンス※2である

金融ノウハウを用いたシナジー効果※3の創出を狙います。

現在描いている新事業構想は、複数の消費者の資金決

済ニーズを生み出す事業分野に参入し、それぞれの事業に

おいて消費者に商品・サービスを提供する中で顕在化した

資金決済ニーズに対し、当社グループの金融サービスを直接

提案していくビジネスモデルです（図１参照）。インターネットシ

収益ポートフォリオの多角化 ョッピング、モバイルサービス、および中古車売買等に加え、

新たな事業分野への進出についても検討を進めています。

当社グループは、いままで経験がない成長分野にスム

ーズに参入するため、M&Aまたは提携といった最適な手

段を講じています。例えば、自動車のトータルアフターサー

ビスのフランチャイズ経営に関しては、既に実績のあるカ

ーコンビニ倶楽部株式会社（以下、「カーコンビニ倶楽

部」）の事業を買収することで、効率的な参入が可能と

なりました。また、モバイル分野で既に成功を収めている

株式会社インデックス・ホールディングス（以下、「インデッ

クスHD」）と提携し、その分野でのブランド力とネットワー

クを活かして、新会社「株式会社インデックス・クリエイト」

（以下、「インデックス・クリエイト」）を設立しました。

これらの新たに進出した事業を運営する中で発生する

決済ニーズの受け皿として、当社グループで金融サービスの

提供を行います。その中核として、新たに総合ファイナンス

会社、Doフィナンシャルサービスを設立して様々な顧客ニー

ズに対応し、ローン商品以外にも多様な商品提供を行っ

ていきます。新事業戦略の概要

ー プロミス新事業スタート！ー

トピックス

※1.ポートフォリオとは、投資対象の金融商品の組み合わせ、企業経営上の事業
の組み合わせ、および商品販売上の組み合わせ等をいう。

※2.簡単に真似されることのない、企業の競争力の核（コア）になる技術、およ
び強みをいう。

※3.2つ以上の要素が相互に作用して個々の価値の単純合計よりも大きな価
値を生み出す効果をいう。相乗効果。
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プロミスグループ�

ニーズに対応した�
金融商品の提供�
�

決済ニーズの�
発生�
�

決済ニーズのある�
顧客を紹介�
�

商品・サービス�
の提供�
�

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�

金融商品�
�

消 費 者 �

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）�

図1
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当期より当社グループ100%子会社の株式会社

カウイチ（以下、「カウイチ」）は、livedoorデパート、

livedoor BOOKS、およびlivedoor RECYCLEの運営

をスタートさせました※1。株式会社ライブドア（以

下、「ライブドア」）ネットショッピング事業のシ

ステム・ノウハウの提供を受け、今後カウイチで

は、ネットショッピング時の資金決済ニーズに当

社グループの金融サービスをご提案する仕組みを

構築していきます。

livedoorデパートは約190万アイテムの品揃えを誇り、

ネットショッピング事業開始！

20,000
（万件）�

livedoor.com

rakuten.co.jp

msn.co.jp

goo.co.jp

exate.co.jp
0

5,000

2002年� 2003年� 2004年� 2005年� 2006年�

10,000

15,000

急速に発展するネットモール市場の一翼を担っていま

す。このアイテムは、ライブドアの人気コンテンツと連動

した販売促進活動により、顧客ニーズに敏感に反応し

て日々変化しています。

カウイチでは、livedoor BOOKS／ livedoor

RECYCLEの運営を通じて、書籍・CD・DVD等の直

販・リサイクル事業も行っています。近年の書籍等の購

入形態の変化、および顧客ニーズの変化を汲み取り、

きめ細かなサービスを提供することで、従来の書籍関連

事業の枠を超えた、新たなビジネスモデルの構築を目

指します。

なお、ポータルサイト※2としてのライブドアは、

一日のアクセス件数が約5,500万件と、業界3位の

図2



14

TOPICS

当社グループの新規事業で生じる資金

決済ニーズをキャッチアップし、消費者ニー

ズに即した金融商品の提供を積極的に行

っていきます。

第一弾として、株式会社カーイチ（以下、

「カーイチ」）のネットオークションを通じて中

古車売買を行うお客様向けのローン商品

を提供します。その後、各事業向けに金融

商品を開発していきます。

事業開始3期目※で営業利益5億円の単

年度黒字、事業開始4期目で取扱残高

1,200億円を計画しています。

Doフィナンシャルサービス 設立！

※1.2007年4月よりlivedoorデパートの運営を開始し、同年5月よりlivedoor
BOOKSおよびlivedoor RECYCLEの運営を開始している。

※2.インターネットの入り口となるWebサイトをいう。検索エンジンやリンク集を核
として、ニュースや株価などの情報提供サービスを行う。

※3.図2では、Yahoo!およびGoogleを除いている。
※4.主に個人で運営され、日々更新される日記的なWebサイトをいう。
※5.顧客、取引先、従業員等の利害関係者をいう。

ココログ 4.9% livedoorブログ�

31.7%

楽天市場�

24.4%

ウエブリブログ 5.7%

ヤフー！ブログ�

6.4%

goo ブログ�

12.8%
エキサイトブログ�

14.1%

実績となります（図2※3参照）。また、近年注目され

ているブログ※4サービスにおいて、livedoorブログ

は約115万人の会員を有し、ブログ業界のトップシ

ェアを誇ります（図3参照）。したがって、livedoorブ

ログとカウイチが運営するネットモールとの相乗

効果が、期待できます。

カウイチは、株主様を含むすべてのステークホルダー※5

を「お客様」と考えて、「お客様の喜ぶ声と、笑顔をふや

したい」というブランドスローガンの下、皆様とともに成

長を遂げていきたいと考えています。

※2010年3月期
図3
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当社グループが事業買収したカーコンビニ倶楽部

と、新規設立したカーイチを通じて、自動車関連サー

ビス事業に参入します。

カーコンビニ倶楽部では、軽板金を中心としたトータ

ルカーメンテナンスの全国フランチャイズ事業を展開

します。

カーイチでは、個人・専門業者を問わず参加可能な

中古車のインターネットオークション（以下、「カーコン

オークション」）ビジネスを展開します。カーコンオークシ

ョンでは、主に個人からの出品を促し、中古車販売業

者を中心とするオークション会員が落札する仕組みを

提供します。ここで、中古車の品質を確保するために、

カーコンビニ倶楽部等で査定を行います。また、両社

では、Doフィナンシャルサービスで提供する、自動車ロ

ーン等の金融商品の受付も行います。

カーコンビニ倶楽部では、2009年12月期には営業

収益50億円、営業利益8億円を見込んでいます。

カーイチでは、2009年12月期には営業収益30億

円、営業利益13億円を見込んでいます。

自動車関連サービス事業への参入！



16

2005年12月の資本・業務提携を経て、2007年4

月19日にインデックスHDと共同出資会社インデッ

クス・クリエイトを設立しました。

インデックス・クリエイトでは、今後、インデックスグ

ループの幅広いユーザー層に対し、当社グループの

各種金融サービスを提供する仕組みを構築していき

ます。

また、インデックス・クリエイトは、独自のインターネ

ットサイトも運営します。サイト内では、インデックスグ

ループ各社のコンテンツ、キャラクター、およびオリジ

ナルサービス等を活用した物販・サービスを提供し、

サイト内で発生する決済ニーズに対して、当社グルー

プの金融商品をご提案していきます。

インデックスHDは、モバイル分野をはじめとする、

インターネット、エンターテイメント、コマース、出版、お

よび海外事業等で幅広い活躍をみせるインデックス

グループの純粋持株会社として、グループ全体の戦

略統一と資源配分を行い、より機動的で柔軟な事業

活動を推進しています。

インデックスHDとの共同出資会社設立により、モ

バイル分野での広範な資金決済ニーズの開拓と、金

融サービスの提供が可能になります。

インデックス・クリエイト設立！

TOPICS
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株式分布状況

所有者別状況

所有株数別状況

（注）

株式の状況

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 10,474名

株式会社三井住友銀行 27,926

ヒーローアンドカンパニー
（常任代理人株式会社三井住友銀行）

13,353

神内良一 10,000

神内由美子 8,644

モックスレイ・アンド・カンパニー
（常任代理人株式会社三井住友銀行）

5,390

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 4,350
（常任代理人香港上海銀行東京支店）

日本生命保険相互会社 4,000

住友信託銀行株式会社 4,000

ナッツ・クムコ
（常任代理人株式会社三井住友銀行）

3,004

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,259

株主名 所有株式数（千株）

大株主

個人その他�
23,165千株（17.18％）�

外国法人等�
52,930千株（39.24％）�
�

証券会社 �
646千株（0.48％）�

その他の法人 �
4,362千株（3.23％）�

�

自己株式�
8,048千株（5.97％）� 金融機関 �

45,712千株（33.90％）�

2千5百株以上 �
409千株（0.30％）�

5千株以上 �
1,981千株（1.47％）�

2万5千株以上 �
1,925千株（1.43％）�

�5万株以上 �
9,931千株（7.36％）�

�25万株以上 �
8,203千株（6.08％）�

�

5百株以上�
879千株（0.65％）�

5百株未満�
930千株（0.69％）�

50万株以上�
110,605千株（82.02％）�

株式の状況 2007.3.31現在

1．当社は自己株式8,048,402株を保有しておりますが、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3,600,000株を含んでおります。

3．2007年１月15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、ブランデス・インベストメント・パートナーズ・エル・ピーから、大量保有報告書
が提出されております。同報告書により2006年12月31日現在の保有株券は
7,127,320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。

4．2007年４月16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、トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エルエルシーから変更報告書
が提出されております。同報告書により2007年２月28日現在の保有株券等は
17,106,641株であ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。

5.．「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

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

事業年度 4月1日から翌年3月31日までの1年

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 1,470店舗

従業員数 3,544名

代表取締役社長

代 表 取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

取 締 役

常 勤 監 査 役

* 常 勤 監 査 役

* 常 勤 監 査 役

神 内 博 喜

久 保 健

渡 辺 光 哲

市 川 泰 久

加曽利 勉

久保出 俊博

岡 本 誠

吉 田 幸 男

森　　博 彰

神 作 守 男

役員 （2007.6.19現在）

執行役員 （2007.6.19現在）

（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://www.promise.co.jp/ir/

会社概要 2007.3.31現在

最 高 執 行 役 員
副社長執行役員
専 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員

神 内 博 喜
久 保 健
渡 辺 光 哲
市 川 泰 久
加曽利 勉
久保出 俊博
岡 本 誠
藤 原 政 行
鈴 木　　哲
立 石 義 之
篠 原 敏 男
砺 波 直 久
江 澤 博 通
加曽利 勝
工 藤 雅 弘
東　　章 一
三 井 弘 一
佐 藤 陽 一
田地野 隆雄



事業年度末日 ３月３１日

基　　準　　日 定時株主総会　３月３１日

期末配当金 ３月３１日

中間配当金 ９月３0日

定時株主総会 事業年度終了後3か月以内

単 元 株 式 数 ５０株

公 告 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

株主名簿管理人 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

全国本支店

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。�


