
プロミスの経営基盤
社会との「信頼関係」構築のために

　プロミスグループが信頼される企業市民として社会と共存共栄していくためには、
コーポレート・ガバナンスの確立が必要不可欠と考えています。そのため、コンプライア
ンス（倫理・法令遵守）を柱として、経営機能の強化並びに内部統制・監査体制の整備を
行うとともに、ディスクロージャー（情報開示）の充実を図り、経営の効率性、健全性・透
明性のさらなる向上に努めています。

Promise Co., Ltd.

16



プロミスの経営管理体制

17

コーポレート･ガバナンス体制

1. 取締役会

プロミスは執行役員制度を導入（2002年6月）し、経営と執行の分離を図っています。取締役会は、定例取締
役会（月2回）や臨時取締役会（随時開催）を通じ、法令に定められた事項や経営に関する重要事項についての審
議、業務執行状況の逐次監督などについて的確かつ迅速な意思決定を行っています。取締役は8名にて構成され
ています。

2. 経営戦略会議および執行役員会

代表取締役社長の諮問機関として、取締役並びに部門担当執行役員などで構成され、取締役会に諮る案件、重
要な戦略案件や業務執行について事前協議･討議する経営戦略会議を開催（原則月2回）しています。また、全執
行役員が参加する執行役員会を四半期ごとに開催し、執行状況の報告や複数部門にまたがる懸案事項の調整を行
うとともに、経営課題に関する情報の共有化を図っています。なお、執行役員は、取締役との兼任を含めた16名
を選任しています。

3. 各種委員会

内部統制機能とリスクマネジメントの強化を目的として、各々の担当分野における経営課題について協議を行
い、取締役会などへの意見具申を行う部門横断的な各種社内委員会を開催（月1回または必要に応じ随時開催）
しています。

株主総会

取締役会

代表取締役社長

監査部

リスク管理部門 内部監査部門

経営戦略会議

総合企画部
（全社統括管理）

リスク統轄部
（全社リスク統括管理）

リスク管理責任者
（所管部門長層）

社員
（派遣・パート含む）

関連事業部
提携事業部
営業統括部

（関係会社管理）

各種委員会
リスク管理委員会／

コンプライアンス委員会／賞罰委員会

コンプライアンス相談窓口

執行役員会
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各種委員会
リスク管理委員会
原則四半期1回または必要に応じて随時開
催され、グループ全体におけるリスクの把
握・分析・評価、対応策の検討、関係各部
門の調整などを通じて、リスク発生の未然
防止および早期対応を図っています。

コンプライアンス委員会
原則毎月1回または必要に応じて随時開催
され、法令等遵守および適正な業務運営
の確保に向けた、内部管理態勢の強化を
目的として、内部管理に係る情報の共有化
と課題への機動的な対応を図っています。

賞罰委員会
必要に応じて随時開催され、表彰・処罰
に関する適正な運営を通じて、企業活動
の健全性と適正性の確保を図っています。

会
計
監
査

内部：リスク統轄部内
外部：専門委託機関

コーポレート・ガバナンス体制 （2009年6月23日現在）
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4. 監査役監査および内部監査の組織

プロミスは監査役制度を採用し、監査役会において監査方針などの決定や監査に関わる重要な事項についての
意思決定を行っています。また、監査役の職務を補助する専任組織として監査役室を設置し、監査機能の充実を
図っています。監査役は3名（うち社外監査役2名）にて構成されています。各監査役は、監査役会で定めた監査
方針などに基づき、取締役会などの重要な会議への出席のほか、業務および財産の状況の調査を実施し、取締役
の職務執行を監査しています。なお、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、2008年6月より
補欠監査役1名を選任しています。
内部監査については、監査部が監査計画に基づき、主要なグループ会社を含めた各部門の内部監査を実施し、

監査結果を社長に報告しています。また、三様監査（監査役監査･会計監査･内部監査）が有機的に連携するよう、
監査結果を各監査役に報告するとともに、必要に応じて会計監査人とも意見交換を行い、緊密な相互連携の強化
に努めています。

役員一覧 （2009年6月23日現在）

代表取締役社長 神内　 博喜 最高執行役員
代表取締役 久保　 　健 副社長執行役員
取締役 加曽利 　勉 専務執行役員
 久保出 俊博 常務執行役員
 鈴木　 　哲 常務執行役員
 立石　 義之 常務執行役員
 田代　 智彦 常務執行役員
 渡辺　 光哲

取締役

最高執行役員 神内　 博喜
副社長執行役員 久保　　 健 経営企画部門統轄 兼 総合企画部担当
専務執行役員 加曽利　 勉 営業推進部門、営業企画部門、債権管理部門統轄
常務執行役員 久保出 俊博 関連事業部担当
 鈴木　　 哲 営業推進部門担当
 立石　 義之 広報部、IT開発部、IT運用部担当
 田代　 智彦 財務部担当
 藤𠩤　 政行 総務部、経理部、内部統制プロジェクト担当
執行役員 江澤　 博通 渉外部門担当 兼 リスク統轄部、お客様相談室担当
 工藤　 雅弘 提携部門担当
 東　　 章一 営業企画部門担当
 三井　 弘一 人事部担当
 佐藤　 陽一 営業推進部門副担当 兼 営業統括部長
 田地野 隆雄 関東支社長
 市川　 昌由 債権管理部門担当
 坂部 　昭裕 監査部担当

執行役員

常勤監査役 赤迫　 禎之
 森　　 博彰 （社外監査役）
 安永　 隆則 （社外監査役）

監査役
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ディスクロージャーの充実
経営の透明性の確保と株主に対する情報開示の実施という観点から、国内外で積極的なIR活動を実
施しています。

ニュースリリース、決算資料をはじめとする様々なIRツール
やIRサイト（http://www.promise.co.jp/ir/）などを通じて、
経営戦略や事業進捗などの理解促進に努めています。また、決
算説明会でのプレゼンテーションや、アナリスト･投資家向け
カンファレンスコールの実施など、直接的なコミュニケーショ
ンの場を通じて、経営トップが自らの声を伝えるとともに、株
主や投資家の方々の意見に耳を傾け、それらを経営にフィード
バックしています。

コンプライアンスの徹底
経営の最重要課題のひとつとして、グループをあげて倫理･法令の遵守に努めるとともに、各種規程
の整備や、社内教育･啓発の徹底などによるコンプライアンス体制の強化に取り組んでいます。

コンプライアンス経営の確立およびリスクマネジメントの強化を担うリスク統轄部では、コンプライアンス推
進施策の策定や内部通報制度の運用などに加え、リスク管理業務や法務業務を通じて、コンプライアンス活動の
一層の推進を図るとともに、より強固なマネジメント体制の構築を進めています。
また、客観的な第三者評価による知識の棚卸を目的として、2003年より社外資格「コンプライアンス･オフィ

サー検定（消費者金融コース）」、2006年より「個人情報保護オフィサー検定（消費者金融コース）」の取得を奨
励しています。既に正社員の9割超が合格しているコンプライアンス･オフィサー検定は、取得対象を契約社員に
まで拡大し、コンプライアンスに対する一層の理解･浸透を図っています。この他にも、研修や社内報を通じた継
続的な啓発活動の実施など、企業風土としての定着化に努めています。

最近の主な動き
1999年 「プロミス倫理綱領」を制定し、倫理室、倫理相談窓口を設置
2001年 情報セキュリティーポリシーを制定し、コンプライアンス統括部を設置
2005年 コンプライアンス経営の確立およびリスクマネジメントの強化を目的として「コンプライアンス

統括部」を「リスク統轄部」に改め、新たに事業運営に関わるリスク管理機能を追加
2006年 法務部が担っていた各種法務対応機能をリスク統轄部に統合
2007年 内部管理規程を制定
2008年 リスク管理規程を制定
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危機管理体制
リスク管理規程を制定し、リスクの顕在化による影響を極小化し、事業の継続と組織運営の健全性･
適切性を維持しています。

プロミスでは、事業活動全般に渡り発生する様々なリスクを経営レベルから把握し、その未然防止と早期対応
を図るために、副社長を委員長とする「リスク管理委員会」を設置しています。リスク管理委員会では、各部門で
識別・評価されたリスクから、経営に重要な影響を与える可能性のあるリスクについて、対応方針等の決定およ
び監視を行います。各リスクについては、所管部門が管理し、リスク統轄部が一元的に管理状況の確認を行って
います。

情報セキュリティ
個人情報保護法に準拠した安全管理措置を講じるとともに、個人情報保護の管理体制強化に努めてい
ます。

プロミスの事業活動において、お客様の情報を含め社内に蓄積された情報は極めて重要な資産という認識の
下、2006年10月にはプライバシーマークの認証を取得し、厳格な管理体制を構築しています。
個人情報保護法に準拠した安全管理措置は以下のとおりです。

具体的なリスクへの対策例
防犯防災管理規程に基づく防災対策
・ 大規模災害対応マニュアルの制定
・ 社長を本部長とする災害対策本部の設置
・ 緊急時に災害対策本部に情報を集約でき
 るよう安否確認システムの導入

反社会的勢力排除対策
・ 反社会的勢力排除規程の制定
・ 外部専門機関との連携
・ 従業員の教育による意識の醸成
・ 各地の支店などに不当要求防止責任者を
 配置

大規模災害（大地震）発生時の
コンピュータシステム対策
・ ハードウェア：設置場所の安全性、耐震
 性の考慮
・ データ：バックアップによる安全性確保
 およびバックアップセンターの稼働

リスクマネジメント体制図

リスク管理最高責任者

本社部門
リスク管理責任者
（部門長）

関連会社管理部門

関連会社

（関連事業部、
提携事業部、営業統括部）

営業部門
リスク管理責任者

（支社長、営業部長、
センター所長、支店長）

リスク管理委員会

リスク統括管理部門
（リスク統轄部）

グループ全社の
リスクマネジメント
統括体制

各社／各部門のリスクマネジメント
管理体制

リスク管理責任者（所轄部門長）

社員（契約社員、パート社員、派遣社員を含む）

報告指示・指導

1. 組織的安全管理措置： 情報管理部署の設定や個人情報の安全管理措置を定める規程等の整備と規程に従った運用、
リスク統轄部やコンプライアンス委員会の設置

2. 物理的安全管理措置： 入室管理や個人情報の盗難防止策
3. 技術的安全管理措置： 顧客情報のアクセス制御、書き出しやアクセスログの管理、情報システムの監視体制の構築
4. 人的安全管理措置： 従業員に対する教育の実施、情報セキュリティに関する資格取得の奨励



リスク情報

21

法的規制のさらなる強化
プロミスグループの消費者金融会社各社は、「貸金業法」「出資法」「利息制限法」の適用を受けており、上限金

利や事業戦略の見直し、利益確保に向けた各種施策を打ち出し対応していますが、法的規制の動向は業績に多大
な影響を与えるものです。現時点においては、主に次のリスクが考えられます。

資金調達コストの上昇
昨今の市場金利の上昇傾向を勘案し、プロミスグループは直接･間接調達市場における資金調達手法の多様化

と長期固定化を推し進めています。具体的には、金融機関等からの借入や国内外市場での社債の発行などを適宜
使い分けています。また、金利上昇リスクを最小化するため、固定金利での調達を基本とし、金利スワップ取引
による変動金利調達の固定金利化にも取り組むなど調達の安定化と調達コストの低減を図っています。現状、資
金調達に困難はありませんが、市場金利が想定以上のペースで上昇した場合、資金調達コストが上昇するリスク
があります。

グループ戦略が効果を発揮しない
プロミスグループは三井住友フィナンシャルグループをはじめとするビジネスパートナーと、提携事業や様々

な施策を展開してグループ戦略を推進していく方針ですが、事業環境の急速な変化等によっては見込みどおりグ
ループ戦略が効果を発揮しない可能性があります。
また、企業価値を高める手法として、三洋信販を連結子会社化するなど、企業買収や共同出資関係を含めた業

務提携を行っており、今後も行う可能性があります。その場合、プロミスグループの業績への一時的な影響の懸
念や見込みどおりの効果を発揮しない可能性があります。

その他のリスク
その他のリスクとして、訴訟事件などに関するリスク、個人情報の取り扱いおよび個人情報保護法に関するリ

スク、システムトラブルのリスク、カントリーリスクなどがあります。

業務規制等に関するリスク 何らかの違反行為によって行政措置が取られる場合や、さらなる規制強化によって
対応コストの増加や業務の制限が強いられる場合

貸付金利に関するリスク 規制金利がさらに低い水準に引き下げられた場合
利息返還損失の増加に関するリスク 想定以上に利息返還額が発生する場合や、それによってクレジットコストが上昇す

る場合
その他の関連法令による影響 新たな法令が制定された場合や、既存の法令が改正された場合

プロミスグループの事業、業績および財務状況などに影響を及ぼす可能性があると考えられる主要
な事項には、以下のようなものがあります。プロミスグループは、これらのリスク発生の可能性を
確認した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針ですが、以下のリスクがすべて
を網羅するものではありません。
（詳しくは、http://www.promise.co.jp/ir/management/risk.htmlをご覧ください）
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プロミスにおけるCSRの考え方
お客様の利便性とサービスの質を高めながら、社会的責任を果たし、社会にとってなくては
ならない企業

プロミスでは、コーポレート･ガバナンス
の徹底のみならず、CSR（企業の社会的責任）
の推進が、「信頼される企業市民」として社会
との共存共栄並びに企業価値の向上に繋がる
ものと考え、積極的に取り組んでいます。
具体的には、良質なサービスを提供し、適

正利益の確保や適切な利益還元に努めていく
「経済的側面」「よき企業市民」として社会福
祉や消費者啓発を柱とした「社会的側面」、
廃棄物のリサイクルや節水など日常業務の中
で意識を高めて行う「環境的側面」から責任
を果たしていきます。

プロミスにおけるCSRの原点
「創業の精神」と「企業理念」を具体化した倫理綱領

プロミスの倫理綱領は、1999年1月に制
定されました。すべての役員と従業員を対象
に、①プロミスの経営に密接な利害関係を持
つステークホルダー（お客様、お取引先、株
主、社会、環境、従業員）に対する約束、②ス
テークホルダーへの約束に掲げられた事項を
実践するための行動規範、③倫理担当となる
社内組織について、3つの章で構成されてい
ます。

創業の精神
「庶民金融の理想を追求し、その限界に挑戦する」

倫理綱領・行動規範
「信頼される企業市民」の実践

企業の社会的責任の遂行

プロミスのCSRの定義

企業理念
存在理念：ゆとりある暮らしを支援し、信頼される企業市民を目指す
経営理念：効率経営による適正利益を追求し、永続的発展を目指す
行動理念：お客様に愛され、社員とともに社会との共存共栄を目指す

CSRとは、プロミスと社会が共に継続的に発展していくために、経済面だけで
なく、コンプライアンスやお客様満足、環境保護、社会貢献など、様々な面で、「企
業を取り巻く各ステークホルダーに対して社会的責任を果たしていくこと」と考
えます。

CSRに関する基本方針
プロミスは、創業の精神から連なる企業理念に基づき、コンプライアンスの徹
底を基本として、本業を通じてお客様への良質なサービスを提供し、適正利益
の確保に努めます。そして、環境保護、福祉や教育をはじめとした社会貢献
等の様々な問題に対する積極的な取り組みにより、プロミスに関わる全てのス
テークホルダーの満足を高い次元で調和させ、社会との共存共栄を目指します。

プロミス倫理綱領の位置づけ

プロミス
倫理綱領

創業の精神
企業理念

経団連企業
行動憲章等

国際ルール

社会規範社内の諸規程・業務マニュアル等

企業活動に
関する法令・規制

企業の
社会的責任

企業市民として3つの側面から責任を果たし、社会から評価・信頼・支持を得ることで企業価値を高
めます。
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金融サービスの提供を通じて「お客様の良きパートナー」に

プロミスは、「パーソナル･メインバンクへの進化」というビジョンの実現に向け、
事業指針である「パーソナル･プロミス」に加え、「パートナー･プロミス」という行動
指針を掲げています。この2つの指針は、高品質な消費者金融サービスを通じてお客
様個々のニーズに対応し、「お客様の良きパートナー」として行動していくことを宣
言したものです。
プロミスの商品やサービスの「即時性」「利便性」「安全性」「満足性」を一層向上さ

せ、お客様の「いつでも、どこでも」というご利用･ご返済ニーズにお応えするととも
に、「相談できるプロミス」の実現を目指しています。

「取引先等選定運用ガイドライン」に基づき、
常に適正で公正な選定を

プロミスは、業務委託先･購入先の選定などの取引開始に当たっては、常にオープ
ンな姿勢で接しています。そして、健全な関係を構築･維持していくため、「取引先等
選定運用ガイドライン」に基づき、お取引先の経営内容や実績などを踏まえ、価格･
品質･サービスなどの条件を公正に比較して決定するとともに、ビジネスパートナー
として誠実にお取引をさせていただいています。
また、消費者金融事業を展開していくためには、安定した資金調達基盤の確保が不

可欠です。プロミスでは、各金融機関との連携を強化し、資金調達の安定化を図ると
ともに、その時々の金利動向なども十分に勘案し、調達コストの低減に努めています。

タイムリーかつ積極的なディスクロージャー（情報開示）を実践し、
透明性の高い事業活動を推進

プロミスでは、前述の株主･投資家の皆様に対する積極的な情報公開に加え、でき
るだけ多くの株主の皆様に株主総会にご出席いただけるよう、集中日を避けて株主総
会を開催しています。また、今回の株主総会より、インターネット経由で議決権行使
を行えるシステムを導入し、透明性の確保に加え、これまで大きな障害となっていた
期間的制約をなくし、株主の皆様が議決権を行使しやすい環境を整えました。

お客様への
約束

お取引先への
約束

株主･投資家
の皆様への
約束
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社会とともに歩む「企業市民」として、
社会の健全な発展に貢献する

プロミスでは、消費者金融サービスの健全な利用促進を図るため、消費者金融に関
する情報の発信や、日本貸金業協会が実施している高校への金銭教育関連教材の無償
提供や高校・大学向けの消費者啓発出前講座の実施等に参画・支援し、消費者教育や
啓発活動に取り組んでいます。また、「約束（プロミス）エッセー大賞（主催：産経新聞
社）」やNHK交響楽団、毎日映画コンクールなどへの協賛活動など文化事業への協賛、
スポーツ振興による地域社会の活性化支援など社会に対して信頼の大切さをアピー
ルしています。その他、社会福祉活動の一環として、地域社会へのボランティア活動
の奨励や未来を担う子供たちに向けた児童養護施設助成事業、児童自立生活援助事
業への支援を行っています。

身近な日常業務の中で環境保全を心がけた様々な施策を実行

プロミスでは、地球温暖化防止対策に積極的に取り組むため、「排出量削減計画書」
を東京都に提出。2006年には「AA（ダブルA）」という最高の評価を受けることがで
きました。現在も、この計画書に基づいた諸施策を随時実施しています。
その他、本社社屋では、水資源の節約に配慮した環境コスト低減への取り組み、廃

棄書類のリサイクルなど資源の再利用につなげています。

一人ひとりの能力をフルに発揮できる職場環境づくりを推進

法改正や異業種との競合など大きな転換期を迎えている消費者金融業界では、新た
なステージを睨んだ戦略の明示のみならず、従業員の意識改革や能力向上が不可欠と
なります。
プロミスでは、お客様一人ひとりと接する従業員こそが最大の資産という考えの

下、「知恵」「技」「心」を基本とした従業員教育の徹底、充実した福利厚生制度、社員
意識調査の実施などを通じ従業員満足度の高い職場環境の実現など、一人ひとりの
能力をフルに発揮できる職場環境づくりを推進しています。

プロミスのCSR活動の詳細については、
http://www.promise.co.jp/csr/をご覧ください。

社会への
約束

環境への
約束

従業員への
約束

消費者啓発出前講座 約束（プロミス）エッセー大賞


