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改正法成立前の2005年3月末
の18,005社に対し、2010年3
月末は4,057社（77%減）へ

出所：金融庁

登録貸金業者数の推移
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プロミスが置かれている経営環境
貸金業法の完全施行後における
消費者金融市場の変化への適応

●改正貸金業法の影響

消費者金融市場は急速に縮小し、競合関係の変化により競争は激化

　2006年12月に成立し、段階的に施行されてきた改正貸金業法が、2010年6月18日に完全
施行されました。これにより消費者金融のビジネスのあり方は大きく変化することになります。
　これまで消費者ローンは、出資法金利の市場と利息制限法金利の市場に大別されていまし
た。出資法金利の市場は消費者金融会社・信販・クレジット会社等で構成され、利息制限法金利
の市場は銀行等の金融機関が中心でした。貸金業法の完全施行後は、同一の金利帯の中で全
業態が競合することとなり、顧客獲得競争の激化がさらに進んでいます。プロミスでは、このよ
うな業態の垣根を越えた競争下においては、ブランド力、営業力、与信能力、貸出余力などの差
別化要因の優劣が各社の成長を左右すると考えています。
　2007年末に29.4兆円の規模があった消費者ローンの市場規模は、完全施行に伴い、総量
規制の適用対象となる消費者金融会社が与信基準の厳格化と高水準の貸倒償却額により貸
付金残高が大きく減少していることに加え、登録貸金業者の撤退も増えてきているなど、急速に
縮小しています。

●改正貸金業法の概要

総量規制の導入により、消費者金融事業のビジネスモデルが不透明に

　完全施行は、お客様の年収の1/3を超える貸付けが原則禁止となる総量規制と上限金利の
引き下げが柱となります。上限金利の引き下げについては、各社とも事前に新規顧客向けの貸
付金利を利息制限法の水準に引き下げ、対応を完了しています。一方、総量規制の導入では従

2007年末信用供与残高…29.4兆円

出所：日本クレジット産業協会「日本の消費者信用統計」（2009年版）
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貸金業法の概要

1. 過剰貸付の抑制
・ 総量規制の導入：総借入
残高が年収の1/3を超える
貸付けは原則禁止
・ 指定信用情報機関制度の
導入

2. 金利体系の適正化
・ 出資法上限金利を利息制限
法水準に引き下げ（20%）

利息制限法上の上限金利
元本10万円未満 20%
元本10万円以上
100万円未満 18%
元本100万円以上 15%

３. 貸金業の適正化
・ 参入規制：貸金業者の財産
的基礎要件の引き上げ
（5千万円以上）
・ 貸金業務取扱主任者設置
の義務付け

*  日弁連は、2009年７月「債務整理事件処理に関する指針」新設、2010年3月改正
日司連は、2009年12月「債務整理事件の処理に関する指針」新設、2010年5月改正
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来貸付が可能であったお客様も追加の借入が難しくなります。たとえば、お取引中のお客様の
借入残高が総量規制に該当した場合は、年収の1/3以内に与信額を引き下げざるをえません。
規制の範囲内に残高が減少するまでの間は、返済のみのお取引となり、貸付金残高減少の要因
となります。また、お客様の総借入残高と年収の把握が必要となることから年収証明の徴求を
進めており、勤務者ではない専業主婦のお客様は、ご主人の収入証明などが必要となります。
　なお、お客様の借入状況を把握する指定信用情報機関については、2010年3月に日本信用
情報機構（JICC）とシー・アイ・シー（CIC）が指定され、信用情報の管理・提供の体制を整えてい
ます。
　同施行により、多重債務者を減少させるという目的は果たしているといえますが、健全な資金
需要者に対しても「貸せない」ケースが発生すること、貸付金残高が大きく減少すること、さらに
事業環境による資金繰り悪化の懸念があることなどから、消費者金融業界は従来のビジネスモ
デルを大きく変える必要が出てきています。

●利息返還請求

利息返還請求は依然高水準であり、当面は動向を注視

　業界大手4社に対する利息返還請求累計額は、2009年12月時点で1.5兆円を超えるなど業
績への圧迫は深刻さを増しています。一方、利息返還請求等の債務整理依頼者から弁護士や司
法書士に対する苦情が急増している問題を受け、日本弁護士連合会（日弁連）、日本司法書士会
連合会（日司連）*が指針を設定するなどの動向も見られます。しかしながら総量規制によって、
本来は借りることができたはずのお客様が借りられなくなるために利息返還請求に走るリスク
も考えられ、当面予断を許しません。
　プロミスについても、この1年の推移を見る限り、返還請求動向は峠を越した感があります
が、依然高水準にあることは変わりありません。総量規制の導入後に再び増加に転じる懸念も
あり、当面は動向を注視しながら対応していきます。

プロミスの利息返還請求件数の推移

返還請求の動向としては、月次ベースでは6月の12,300件以降、9月まで減少が続き、10月以降はほぼ横
這い状態

14

0

2

4

6

8

10

12

50

 

-20

-10

0

10

20

30

40

（千件） （%）
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プロミスの打ち手
消費者金融業の社会的認知の再構築と
法改正後の新環境における収益基盤の強化を図る

●事業構造改革の概要

事業構造改革を早期に実現し、筋肉質な企業体質へと変革

　プロミスでは安定した収益の確保に向けて、2010年1月に発表した事業構造改革プランを
強力に推進しています。4つの改革のポイントを中心に、お客様の資金ニーズへの対応という社
会的使命を堅持しつつ、法改正後の新たな環境に最適な事業体制を構築していきます。

●新営業組織と顧客対応力の強化

顧客サービスの重視と業務効率の向上を目的に、新営業組織を構築

　「営業変革と組織再編」の根幹として、有人店舗（2010年3月末現在：全国123カ所）の全廃
があります。近年、お客様の非対面ニーズが高まり、新規申込の受付や入出金といった取引は、
自動契約機やインターネット、自社および提携ATMが大部分を占め、有人店舗は既存のお客様
の管理業務が中心となっています。そうした現状を踏まえ、有人店舗の機能を新設するお客様サ
ービスセンターやお客様サービスプラザ、事務センターに集約・承継し、営業組織の業務効率を
向上させるとともに、お客様に対するサービスレベルの向上を図る体制へと変革していきます。
また2010年6月には、支社・営業部を廃止し、本社が直接マネジメントするフラットな体制に移
行しています。
　新たな営業体制では、それぞれの顧客接点における役割の明確化と有機的な連携によって
顧客対応力を強化していきます。そうした方針のもと、非対面業務のバックヤードを担うコンタク
トセンターとお客様サービスセンター、ならびに対面業務を中心としたお客様サービスプラザで
は、接客応対レベルをさらに強化し、お客様とのより深い信頼関係を築いていきます。

お客様サービスセンター (8) •会員管理
•バックヤード業務
•無人店舗の設置・移転管理

•対面によるカウンセリング窓口
•個人事業主への渉外営業

•非対面チャネル（TEL・Web・自動契約機）、
非対面業務全般

•定型業務（FB・郵送窓口）の集中管理

営業部（20）

支社（4）

営業部センター（20）

コンタクトセンター

無人店舗（1,369）

有人店舗（123）

2010.3 営業体制 2010.7 新営業体制スタート

東京4センター（7月）
大阪、福岡各2センター（10月） 

お客様サービスプラザ (21)
7月より順次設置

事務センター

コンタクトセンター

7月に設置

無人店舗 （1250）
2011年3月末予定

6月末
廃止

10月中旬
迄に全廃

・ One to One マーケティングによる高品質な商品・サービスの提供、競争力の維持
・ 改革プランに基づく、チャネル再編とローコストオペレーションの実現 営業方針

新たな営業体制

４つのポイント

1. 営業変革と組織再編
・ One to One マーケティン
グによるお客様への高品質
な商品・サービスの提供、競
争力の維持
・ 組織やチャネル再編を通じ
て業務の効率化を推進

2. グループ戦略の見直し
・ 業績改善に時間を要する事
業から撤退し、本業の金融
事業へ経営資源を集中
・ グループ全体の経営資源の
効率化

3. コスト構造改革
・ 貸金業法の完全施行後に
適応できる筋肉質な体質
へ変革
・ 従業員の適正配置による人
件費の削減

4. 営業戦略の見直し
・ 国内無担保ローンおよび保
証事業を基軸事業とした経
営資源の重点配分
・ 両事業でのシェア拡大（最
大化を目指す）



*マネーアドバイザー：プロミス
の社内資格であり、お客様への
カウンセリングやマネープラン
の提案等を行うスタッフ。マネー
アドバイザー認定研修を通じ、
カウンセリングとコミュニケーシ
ョン能力を高め、「お客様から信
頼されるプロミス」を目指してい
ます。
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●お客様との関係性を強化

消費者金融業のイメージを刷新し、地域に貢献できるプロミスへと成長

　消費者金融業の市場規模が縮小し、競争がますます激化していく中で、プロミスの差別化戦
略の一つとして展開するお客様サービスプラザは、債権管理を行わないカウンセリング重視の
拠点として、地域顧客の対面営業・相談受付、個人事業者の資金ニーズの発掘等の渉外業務に
加え、消費者金融業へのイメージ向上や地域貢献を目指します。その一環として、「マネーアドバ
イザー*」の有資格者を置き、プロミスとの契約如何を問わず、お客様へのカウンセリングやマネ
ープランの提案などを通して、お客様との信頼関係の構築、顧客接点の強化に努めます。
　なお、お客様サービスプラザについては、2011年3月期中に21拠点を設置する予定です。

●グループとしての戦略強化

法改正後も安定した収益基盤を確保

　業績改善に時間を要する新事業については、早期に売却等による整理を進め、本業の金融事
業へ経営資源を集中します。そして消費者金融事業の軸足を貸付金残高と保証残高の形成に
置き、双方のシェアの最大化に努めることを新たな方針としています。消費者金融事業は、集約
によるコスト効率の向上を目的に、2010年10月にはプロミスと三洋信販を合併、アットローン
につきましても、2011年4月を目途にプロミスに吸収合併する予定です。
　また2010年4月には、パル債権回収と三洋信販債権回収を合併し、アビリオ債権回収とし
て、小口から大口まで広く市場ニーズに対応する総合サービサー会社として営業をスタートさせ
ています。
　海外事業においては、長期的な視点で三井住友銀行との連携を強化しつつ、中国本土、他の
アジア地域への進出を検討しています。2010年6月にはプロミスに海外事業部を新設。7月に
は深セン市で消費者金融事業をスタートさせています。今後はプロミス香港をヘッドクォーター
とする体制（予定）の下、ダイナミックに変化するアジア地域での事業を拡大していきます。

●消費者金融事業と保証事業の強化

三井住友銀行との連携、地域金融機関との提携をさらに強化

　消費者金融事業において貸付金残高の伸長は容易なことではありませんが、契約の即時性
や、「いつでも」「どこでも」お客様に対応できる高いチャネルネットワークがもたらす利便性、そし
て柔軟な商品開発力や高度な与信能力といった当社の強みを発揮しながら、営業変革による
顧客対応力の強化を通じて、他社との差別化を進め、新規顧客の確保と既存顧客の流出防止を
図っていきます。
　一方、新たな事業の柱となる保証事業につきましては、保証残高が順調に推移しています。三
井住友銀行とのカードローン提携は、すでに3,000億円を超える規模に成長しており、2008年
12月にスタートした教育ローンの他に、マイカーローンやフリーローンの保証など新たな動きも
出てきています。また地域金融機関との提携についても、保証提携や保証業務の受託に加え、コ
ンサルティングなどの人的資源の提供や共同センタースキーム、債務引受スキームなども視野
に入れながらサービスラインナップの拡充を図ります。

深センの消費者金融
会社概要
名称
深セン市鵬民小額貸款
有限公司

主な事業内容
小額信用貸付

設立年月
2007年５月

本社所在地
深セン市福田区

資本金
5,000万人民元

出資者
プロミス香港 
　60.0 %
鵬元資信評估有限公司 
　40.0 %


