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>>まず、2004年 3月期の連結決算の概況をご説明ください。

2004年3月期は、営業収益が3,910億

円、前期比4.8％の減収となりました。減

収となった大きな要因は、連結子会社であっ

たジーシーおよびみつわ会が、2003年8

月の株式譲渡によって連結対象から外れ、こ

の 2社の営業収益がなくなったことです。

同様の理由で、期末の営業貸付金残高も1

兆5,291億円、前期比5.3％の減少となり

ました。ただ、上記2社の影響を除いても、

若干の営業収益の減収、営業貸付金残高の減

少があったのは事実で、残念な結果となりま

した。

利益面では、営業利益が879億円、前期

比17.8％減、経常利益が899億円、前期

比16.8％減、また当期純利益が416億円、

前期比31.5％減と、いずれも前期比で減益

となりました。減収の一方で、営業費用が前

期とほぼ同水準の3,031億円になったこと

が減益の要因ですが、なかでも貸倒費用が

1,464億円と、全費用のほぼ半分を占める

に至ったことが影響しています。しかしなが

ら、貸倒費用以外の費用については、徹底し

た削減に努めた結果、前期比で12.4％減ら

すことができました。

なお、当期純利益の減益率が他の利益の減

益率に比べて大きいのは、特別利益として上

記2社の株式譲渡益129億円があったもの

の、希望退職の募集を実施したことにより、

特別損失として特別退職加算金187億円が

発生したためです。

>>1993年 9月の株式公開以来、丸 10年が経過しましたが、10年という時間軸に
おいて、2004年 3月期はどのような年であったとお考えですか。

株式公開以来、2001年3月期まで一貫

して増収増益を続けてきましたが、それ以後

2年間は、増収減益を余儀なくされました。

これは貸倒費用の増加に起因しています。

2001年3月期では、営業費用全体の約4

分の1を占めるにとどまっていた貸倒費用

が、2004年3月期には営業費用の約半分

にまで比率が高まりました。
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>>今お話のあった貸倒費用が、過去 10年で最も大きく変化した経営指標だと
思うのですが、その背景には何があるのでしょうか。

不況が長引いたことは背景のひとつです

が、消費者金融業界特有の動きで考えると、

個人債務者の自己破産や債務整理が、法制度

の変更によって容易になってきたことが重要

な要素です。例えば、2000年10月に弁

護士業務の広告が解禁された後、電車やタク

シーなどの車内広告、弁護士が運営するウェ

ブサイトなどが、自己破産や債務整理を盛ん

に促しています。また、民事再生法が改正さ

れ、2001年4月に個人の民事再生も可能

になりました。

その結果、全国の自己破産申請件数が、

2002 年 3 月期に前年比 24 .1 ％増、

2003年3月期に前年比30.4％増と急激

に増えています。2004年3月期は前年比

5.7％増と増加ピッチが鈍り、ようやく落ち

着いてきた印象です。予断は許しませんが、

同件数が急増する局面は終わり、現在の水準

から大きな変動は見られないものと推測して

います。
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10年という時間軸で考えると、2003年

3月期の減益に加え、2004年3月期は公

開以来、初めての減収となったことが目立ち

ます。貸倒償却の増加に加え、2002年3

月期から新規顧客数が減少に転じたことが、

営業貸付金残高の減少、ひいては営業収益の

減収につながりました。過去10年、順調に

拡大していた需要が、今は調整局面を迎えた

と認識しています。
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社長インタビュー

>>2004年 3月期は、営業貸付金残高も株式公開以来、初めて減少に転じました。
これを再度拡大させるための施策はありますか。

需要が調整局面にあるという認識から、

2005年3月期の営業貸付金残高は、前期

とほぼ同じ水準と想定しています。営業貸付

金残高を増やすには、新規顧客の獲得と、債

権の劣化を抑えることが肝要ですが、いずれ

も消費者金融事業の永遠の課題ですから、単

純な回答は誰も提示できないでしょう。しか

しながら、新規顧客の獲得については、

2003年11月から投入した新しいテレビ

ＣＭの効果などによって減少に歯止めがか

かっており、2005年3月期は4期ぶりの

増加を見込んでいます。

債権内容の向上には、ナビゲーションシス

テムを活用していきます。具体的には、プロ

ミスの与信審査は、顧客の属性すなわち年齢、

家族構成、年収などを統計的に分析すること

に主眼を置いていますが、これに取引履歴な

ど個々の顧客の情報を従来以上に反映させ、

精度を高めることを目指します。

2005年3月期は積極的にアクセルを踏

む段階ではなく、営業収益は減収となるもの

の同時に費用も減少させることで、利益水準

を回復させる年になろうかと思います。特に、

貸倒償却額の増加が抑制できることで、貸倒

費用の減少が期待されます。貸倒費用に続い

て金額の大きい人件費も、前期末に実施した

希望退職の募集によって、水準を大きく切り

下げるでしょう。

>>プロミスにおいて大規模な希望退職の募集を同業他社に先駆けて
実施されましたが、その目的、意義などをお聞かせください。

社員の年齢構成を見直すことが、一番の目

的です。希望退職実施前は、全社員の約3

割を40歳以上が占めていました。1982

～1984年に、プロミスを含む消費者金融

業界が、大量出店、大量採用を推し進めたた

め、この時期に採用した社員が、年齢構成上

のコブになっていました。彼らの雇用を維持

することは、コスト負担が大きいことはもち

ろん、彼らより若い世代の意欲を削ぐ恐れも

あります。世代間の軋轢が生じることは、

40歳以上の世代にとっても、望ましいこと

ではありませんから、彼らが新たなキャリア

設計をする余力がある今のうちに希望退職を

実施することが、会社、社員の双方にメリッ

トがあると判断しました。

希望退職の募集は、勤続10年以上かつ年

齢36歳以上の社員を対象としましたが、当

初予定の 500名程度に対し、最終的には

734名の応募があり、すべて2004年 3

月期末に退職しています。その結果、40歳

以上の社員はほぼ半減して構成比が2割ま

で下がり、25～35歳の社員が全体の約6

割を占める、理想的な年齢構成となりました。

管理職クラスが大量に退職したため、先頃

実施した人事異動では、約120名の新しい

管理職が誕生しています。成果を残せば正当

な評価を受けられることが、誰の目にも見え

る形になってきたわけです。これにより若い

社員の意欲が、ますます高まってくるものと

期待しています。

Annual Report 2004    5

03.12.31 04.3.31

■  55歳以上 
■  50歳以上55歳未満 
■  45歳以上50歳未満 
■  40歳以上45歳未満 
■  35歳以上40歳未満 
■  30歳以上35歳未満 
■  25歳以上30歳未満 
■  ～25歳未満 
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>>信販子会社のジーシーとみつわ会を売却し、消費者金融事業への集中が
一層明確になった印象ですが、プロミスグループ全体の経営方針はどのような
ものですか。

顧客の幅広い資金ニーズに応えられる金利

フルライン戦略が、経営方針の最上位にあり

ます。中心となるのは、プロミス本体が提供

する金利17.8～25.55％の商品であり、営

業貸付金残高は2004年3月期末が約1兆

3,500億円。これよりややリスクの高い顧客

層に対しては、子会社のぷらっとおよびサン

ライフが提供する、上限金利29.2％の商品

があります。逆にリスクが低い層に対しては、

UFJ銀行との合弁会社であるモビットが提供

する、金利15％および18％の商品でニー

ズに応えています。ぷらっととサンライフの

前期末営業貸付金残高は合わせて約1,600

億円、モビットは約1,700億円と、それぞ

れプロミス本体の10分の1にとどまってい

ますが、依然拡大の余地は大きいと考えてい

ます。

「金利フルライン戦略は、グループ内で顧

客を奪い合うことになるのでは？」という質

問を頻繁に聞きますが、これは必ずしも的を

射ていないと思います。例えば、モビットと

同じく金利15～18％の商品を、クレジッ

トカード会社や信販会社が提供しています。

これらプロミスグループ以外の会社と、プロ

ミスの顧客が取り引きをしているケースがあ

るわけですから、逆にモビットという受け皿

をプロミスグループで提供することにより、

取引顧客数の最大化が図れるものと考えてい

ます。

ジーシーとみつわ会を売却したのは、現在

のままでは事業規模が小さく、将来の投資負

担に耐えられないと判断したからです。特に

ＩＣカードに対応するシステム投資が、相当

な規模になると考えられるため、売却を決断

しました。ジーシー売却によって、クレジッ

トカード発行会社がプロミスグループからな

くなりましたが、それは全く問題ありません。

引き続き、ジーシーとは提携してクレジット

カードを発行しますし、ジーシー以外の会社

と提携してクレジットカードを出すという選

択肢もあります。プロミスでは、クレジット

カードはあくまでも顧客開拓ツールのひとつ

と考えており、これ自体で収益を大きく伸ば

すという考えは従来から持っていません。
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プロミス 

  ぷらっと、 
サンライフ 
（M&A子会社） 

貸付金利帯 

マーケット 

幅広い消費者の資金ニーズに対応 

モビット 
（UFJ銀行との合弁会社） 

15%～ 18%～ 25.55%～ 29.2%



>>プロミス香港の業績が好調のようですが、海外事業はいかがでしょうか。

プロミス香港は、貸倒費用が大幅に減少

したことで、経常利益が前期比10倍超と

大きく増え、過去最高益を記録しました。

日本とは逆に、香港では個人の自己破産に

関わる制度の運用が厳しくなり、安易に破

産できなくなったことが、貸倒費用減少の

要因のひとつです。また、上限金利の法的

な規制は48％で日本と異なっており、プ

ロミス香港の利回りは40％を若干超えて

います。営業エリアは今のところ香港に

限っていますが、将来は大陸への進出も視

野に入れており、今後の課題として、じっく

り研究したいと思います。

>>他業種において、顧客情報の大量流出が明らかになり、業績に大きな影響を
及ぼした事件が最近ありました。プロミスも大量の個人情報を保有しているわ
けですが、同様のリスクはあるのでしょうか。

ビジネスの特性上、多くの社員が顧客の個

人情報に接するため、リスクがゼロとは言い

切れません。ただ、ルールやシステムは常に

見直し、リスクを最小限にする努力は怠って

いません。例えば、顧客情報を印刷した場合、

当日中に確実に廃棄する。仮に翌日まで保存

する場合も、耐火金庫に保管するように徹底

しています。

また、社員が使用するパソコン端末では、

顧客データのダウンロードができず、光ディ

スクなどの磁気メディアが使用できません。

個人所有のパソコンや、カメラ付携帯電話の

持ち込みも禁じています。さらに、顧客情報

の閲覧状況をリアルタイムでチェックし、通

常と異なる動作があった場合は、自動的に

ロックがかかるようなシステムを、IT部門

に研究させています。

もっとも、どれだけルールやシステムを整

備しても、人が介在する限り、絶対的なもの

はあり得ません。最終的には、社員一人ひと

りのコンプライアンスに対する意識を高める

ことが必要でしょう。コンプライアンス重視

については、社員研修でも多くの時間を割い

ています。
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>>2004年 6月 21日に、三井住友フィナンシャルグループ（以下、SMFG）との
戦略的提携を発表されましたが、提携に踏み切った理由をお聞かせください。

同出資により、15～18％の金利商品を提

供する消費者金融会社を、新たに設立する、

③SMBCのプロミスに対する出資比率を、

当面15％とし、将来は20％まで高める、

などです。これらが実現すると、プロミスが

推し進めてきた金利フルライン戦略が、完成

形に近づきます。

SMBCがプロミスへの出資比率を高めて

も、プロミスの経営の自主性が尊重される

ことで、両者の考えは一致しています。両

者が共同で行う消費者金融事業は、ノウハ

ウに優れたプロミスが主導権を握ることに

なります。そして、両者が対等のパート

ナーであることの象徴として、今後提携事

業によって生じる利益の全ては折半にする

ことで合意しています。

消費者金融事業で国内トップを目指すた

め、SMFGとの戦略的提携が不可欠と判断

しました。消費者金融に対する需要が、調整

局面にあるとの認識は、既に申し上げました。

その環境下で営業貸付金残高を伸ばすことを

考えると、三井住友銀行（以下、SMBC）

のブランド力、店舗網、顧客基盤は魅力的で

す。SMFG側も成長ビジネスである消費者

金融を強化したいと考えていました。両者の

目指すところが一致したため、提携に踏み

切ったわけです。

提携の詳細な内容は、今後数ヵ月をかけて

詰めていく予定です。現時点で合意している

のは、①SMBCとプロミスは、SMBCの

販売チャネルを通じて、8～12％の金利商

品を提供する、②SMBCとプロミスは、共

8 Promise Co., Ltd.

三井住友フィナンシャルグループとの業務提携の内容
・SMBCとプロミスは8～12％程度の金利商品をSMBCの販売チャネルを通じて提供する。

・SMBCとプロミスは共同出資により、15～18％の金利商品を提供する消費者金融会社を新たに設立する。

・SMFGの子会社であるジャパンネット銀行（以下「JNB」）とプロミスはJNBのローン業務提携を含む包括的な
提携を進める。

・SMBCとプロミスは、スモール法人マーケットに対するファイナンス事業について共同研究を実施する。

・SMFGとプロミスグループは各階層に亘り、人材交流を実施する。

・SMFGとプロミスは今後、SMFGのグループ会社である三井住友カード、さくらカードとプロミスとの協働も含
め、業務提携の更なる拡充を図る。



>>最後に、株主、投資家の皆様へのメッセージをお願いします。

2004年3月期は株式の公開以来、初めて

の営業貸付金残高の減少、営業収益の減収を

経験し、プロミスのみならず消費者金融業界

全体が、大きな転機を迎えているとの認識を

強めています。2004年3月期は、ジーシー

とみつわ会の株式譲渡、大規模な希望退職の

募集など、転機を見据えた施策を講じてきま

2004年7月

代表取締役社長

した。コスト面での大きな施策は一段落した

ため、次はトップラインを押し上げる施策で

す。SMFGとの戦略的提携は、その第1歩

といえます。今後も前例にとらわれることな

く、5年、10年先を睨んだ経営を行い、株

主の皆様のご期待に応えていく所存です。
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