
7Annual Report 2008

O N  C O U R S E  

F O R  B U S I N E S S  G R O W T H

プロミスの営業基盤
大きな変革期にある消費者金融業界の中において、新たな
成長基盤の構築に取り組んでいるプロミスの歩みをご理解
いただきます。

法律改正により、消費者金融業界は生き残りをかけた新
たな局面を迎えています。業界再編を見据えたインフラ整
備が進む中、プロミスは新たな事業環境に適合する強固な
企業体質を構築すべく、様々な革新への取り組みを加速さ
せています。
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プロミスを取り巻く環境の変化

貸金業法の施行
2006年12月に「改正貸金業規制法」が公布されました。この法律は、多重債務

問題などの解決等を目的に、（1）貸金業の適正化、（2）過剰貸付の抑制、（3）金利体系
の適正化、（4）ヤミ金融対策の強化などを主な内容としています。2007年12月には
「貸金業法」として施行され、現在は2010年を目処とした完全施行に向けたインフ
ラ整備が進められています。また、指定信用情報機関制度の発足、貸金業務取扱主
任者の試験開始、財産的基礎要件の引き上げといった各種制度の見直しが順次開始
される予定です。

消費者信用産業が直面している変化
消費者信用産業は、「貸出上限金利の引き下げ（年率29.2％→20.0％）」と「総量

規制（年収の3分の1を超える貸付の原則禁止）」の導入により、利息収入の減少と
マーケット規模自体の縮小が避けられない状況にあります。そのため、消費者金融
会社に加え、信販・クレジット等のノンバンク各社では、業界の垣根を越えた競合
が一層激化することが予想され、収益モデルの再構築が急務となっています。

*日本貸金業協会
2007年12月の「貸金業法」の本体施行に伴い、新たな自主規制団体として「日本貸金業協会」
を設立。資金需要者等の利益の保護を図ること、また協会員の貸金業に係る業務の適正な運営
を確保し、貸金業の健全な発展を図ること、そしてこれらの取り組みを通じて国民経済の発展
に寄与していくことを目的としている。

日程 内容

2006年12月20日 公布

2007年12月19日 本体施行
 行為規制・監督の強化、 日本貸金業協会*の設立

2009年6月頃（予定） 各種制度等の見直し
 指定信用情報機関制度の発足、 貸金業務取扱責任者の試験開始

2010年6月頃（予定） 完全施行
 貸出上限金利の引き下げ、 総量規制の導入

上限金利引き下げと登録貸金業者数の推移
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●登録貸金業者数（左軸）
■出資法上限金利（右軸）
■プロミス貸付上限金利（右軸）

■ 73.0% (83/11)
■ 39.5% (84/10)

■ 54.75% (86/11)
■ 36.5% (87/4)

■ 40.004% (91/11) ■ 25.55% (95/10) ■ 29.2% (00/6)

■ 17.8% (07/12)

■ 20.0% (2010年を目処)■ 32.0% (88/3)
■ 29.2% (89/9)

－23.0%
2008年3月31日現在の登録貸金業者

数は前年より23.0%減の9,115社と
なっており、1983年の貸金業規制法施
行以来、初めて1万社を割り込み、2000
年6月以降の8年間で、6割が撤退する状
況となっている。
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プロミスの新たな成長基盤を構築する

消費者金融事業の動向
プロミスのコア事業である消費者金融事業は、法律改正や高水準の利息返還請求

の影響により厳しい事業環境が依然として続いています。プロミスにおいても、三
洋信販グループを除く従来基準の連結の営業貸付金残高は、利息返還請求の影響や
与信厳格化による債権ポートフォリオの入れ替えに伴い縮小が続いています。
こうした中、プロミスグループは、TOB（株式公開買付け）による三洋信販のグ

ループ化に加え、金融子会社のタンポート（旧・クオークローン）およびサンライフ
の貸付債権を、プロミス単体およびサービサー子会社であるパル債権回収に移動し、
経営資源の共有化をはじめとする抜本的なコスト構造の改革を進めるなど、消費者
金融事業の再構築に取り組んでいます。

三洋信販との統合効果
消費者金融業界大手の三洋信販のグループ化により、2008年3月期の2社合算の

営業貸付金残高は、三洋信販グループの債権流動化によるオフバランス分を含める
と、業界最大規模となる前期比17.8%増の1兆7,576億円となりました。顧客数が
同20.5%増の334万人となり、九州地区を中心に顧客基盤の拡大につながるなど、
三洋信販グループの連結の影響が見られます。
また、両社は経営資源の集約と効率化による事業コストの削減に取り組んでいま

す。主にITシステム、チャネルの統廃合、人員の適正配置などを進め、2010年3月
期には150億円のコスト削減を目標としています。
その他サービサー事業やクレジット事業など両社グループ事業を融合することで

シナジーを生み出し、顧客サービスの向上を図り、収益基盤の強化・拡大に繋げて
いきます。

貸出上限金利の引き下げ
プロミスでは、貸金業法の完全施行に先駆けて与信基準の見直しを実施し、2007

年12月（三洋信販は2008年4月）より新規ご契約のお客様に対する貸出上限金利を
利息制限法の範囲内である年率17.8%に引き下げています。先行して金利引き下げ
を実施することにより、お客様の信頼と期待に応えつつ、新金利体系でのビジネス
モデルへの早期転換を図っていきます。この取り組みは、日本貸金業協会が貸金業
法の完全施行に先立ち制定した多重債務防止のための自主規則も踏まえたものとなっ
ています。
また、新しい与信基準による債権ポートフォリオの入れ替えを進めることで、債

権の良質化、貸倒費用の削減を進めていきます。

+17.8%
2008年3月期の営業貸付金残高は、

三洋信販グループを新規連結したことで
前期に比べ17.8%増加の1兆7,576億円
となった。



新たな収益の柱としての保証事業
貸出上限金利が引き下げられる状況においては、ノンバンク、銀行という垣根は

なくなる方向です。着実に顧客基盤を拡大するためには、銀行を始めとした金融機
関との保証事業の拡大は必要不可欠であり、今後の収益の柱のひとつとして重要視
しています。
保証提携先は、三井住友フィナンシャルグループ（SMFG）との業務・資本提携に

基づき、三井住友銀行、アットローン、SMFG傘下のインターネット専業銀行であ
るジャパンネット銀行を中心に行っています。そして、SMBCとの保証事業は、ス
タートから3年で2,086億円の保証残高を形成し、黒字計上の規模となっています。
三洋信販も地域金融機関ときめ細やかな信用保証提携ネットワークを構築しており、
三洋信販を加えたプロミスグループの保証残高4,232億円は業界最大規模となって
います。

シナジーを生むネットワーク
プロミスは三洋信販のグループ化により、地方銀行、信用金庫、信用組合等の地

域金融機関168社（2008年3月現在）の提携ネットワークを擁することとなり、こ
れについても業界最大規模となりました。今後は、両社の提携ネットワークの特性
を活かしながら早期にノウハウを融合し、既存提携先の保証残高の拡大、提携ネッ
トワークの一層の拡充を目指します。また、バックオフィスやITシステムの共有化
等による効率化を進めることでシナジーを最大限に発揮していきます。

顧客基盤の拡大、収益力の強化、総合力業界No.1を確立する

グループ企業融合による強固な収益基盤の確立

消費者金融事業 プロミス アットローン 三洋信販

三洋信販

三洋信販

三洋信販債権回収

ポケットカード
エージーカード

カーイチ カーコンビニ倶楽部

カウイチ インデックス・クリエイト

新事業

自動車関連販売事業

インターネット関連事業

Doフィナンシャルサービス

保証事業 プロミス

サービサー事業

信販・クレジットカード事業

パル債権回収
融
合
に
よ
る
シ
ナ
ジ
ー
を
促
進

総合ファイナンス会社 事業者ローンの展開
消費者の資金決済ニーズをキャッチアップする事業

※上記企業以外では、モビット（持株法適用会社）で
　消費者金融事業・保証事業を展開

+143.8%
2008年3月期の保証残高は、三洋信

販を新規連結したことにより、前期比
143.8%増の4,232億円となった。
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新事業の展開で収益基盤を多角化
プロミスグループは収益基盤の多角化を図るため、異業種との提携などにより幅

広い顧客層を持つ事業領域に進出し、そこで顕在化した資金決済ニーズを取り込む
「総合金融サービスの提供」という新たなビジネスモデルの構築に取り組んでいます。
その中核会社として2007年2月に設立したDoフィナンシャルサービスは、プロミ
スが消費者の資金決済ニーズに直接アプローチする窓口となり、各事業会社が集客
した顧客向け決済サービスを中心に金融商品を提供する総合ファイナンス会社とし
ての成長を目指しています。

1,200億円
Doフィナンシャルサービスは、2011

年3月期末に金融商品の取扱残高1,200
億円を目指している。
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購入ユーザー

中古車インターネットオークション事業のビジネススキーム

出品協力店等

【プロミス子会社】
カーコンビニ倶楽部

全国約1,300社*の
軽板金FCネットワーク

【カーイチ子会社】
カーライフネット

全国約400社*の
自動車整備加盟店

Yahoo!
オークション
（国内最大手）

カーイチ
中古車ネット
オークション

Do
フィナンシャル
サービス

エスクローサービスの
全国ネットワーク

登録

落札 代金支払 
（金融商品利用）

来店＆金融商品の申込

落札情報

出品情報

業務提携 業務提携 業務依頼

※エスクローサービス
オークションの出品者と落札者を仲介し、取引の安全性を保証
・商品の内容や到着の確認、その後の代金決済サービス
・商品の受け渡しが簡単にできる物流サービス　など

*2007年10月現在

エスクローサービスの提供 金融商品の提供

収益機会を拡げる新事業
Doフィナンシャルサービスは、プロミスの消費者金融事業で培った与信・審査ノ

ウハウを活かし、2007年7月より中古車のインターネットオークションを手掛ける
カーイチを通じ、中古車の購入ユーザー向けの「オートクレジット」を販売していま
す。また、インターネットショッピングモールを運営するカウイチのユーザー向け、
小口や短期の決済ニーズに対応した商品も提供しています。今後もDoフィナンシャ
ルサービスでは、プロミスグループが進出した新事業分野から派生する金融サービ
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スの充実を進め、事業開始より４期目にあたる2011年3月期末に金融商品の取扱残
高1,200億円を目指します。さらに、プロミスでは、消費者との接点を増やす資金
決済ニーズを創造・開拓する事業会社の設立や業務提携を進め、それらの事業ポー
トフォリオを構築することで新たな収益の柱を確立していきます。

海外事業展開について
プロミスグループは、新規事業による収益源の多様化に加えて、海外事業による

収益基盤の拡大にも積極的に取り組んでいます。香港およびタイで展開する消費者
金融事業も順調に拡大しており、香港では当期に52億円の営業利益を計上するまで
に成長しています。今後も海外でのプレゼンスを高めるため、両地域の収益力強化
を進めるとともに、その他のアジア諸国への進出も視野に入れています。

Doフィナンシャルサービスが中核を担うビジネスモデル

プロミス

ネット
フューチャー

パル債権回収

プロミスグループ

経
営
資
源
の
有
効
活
用

Doフィナンシャル
サービス

ショッピング
クレジット

クレジットカード

目的ローン

フリーローン

カードレス
代金決済

新商品・
新サービス

インターネット
ショッピングモール事業

カウイチ

カーイチ

自動車関連販売事業

カーコンビニ倶楽部

インデックスグループとの
提携事業

自社新事業＆
アライアンス

インデックス・クリエイト

セシールとの提携事業

セシールクレジットサービス


