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コーポレート・ガバナンスに関する
基本的な考え方

　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。

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、取締役5名にて構成され
ており、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審
議するとともに、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。

　なお、社外取締役の選任は行っていませんが、社長の諮問機
関として有識者・学識者などで構成されるアドバイザリーボード
を導入し、経営に第三者的視点を反映させています。

2. 経営戦略会議および執行役員会
　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12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
（定期的または必要に応じ随時）しています。
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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2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。
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内部：リスク統轄部内
外部：専門委託機関
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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。監査役会は、
監査役4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、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。

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であり、あらゆる事業活動の基
盤であると認識し、グループを挙げて倫理・法令の遵守に努め
るとともに、体制の整備や継続的な啓発活動等に取り組んでい
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。

内部統制システム

　内部統制システムの構築および適切な運用も重要な経営課
題の一つであると認識し、関連諸規程の整備や社内組織体制の
構築などに取り組んでいます。
　なお、当社では以下の8つの体制に基づいた「内部統制システ
ム構築の基本方針」を取締役会において決議しています。

1.  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

2.  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

4.  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための

体制

5.  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

6.  当社及び子会社・関係会社から成る企業集団における業務の適正

を確保するための体制

7.  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合に

おける当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの

独立性に関する事項

8.  取締役・使用人等が監査役に報告をするための体制、及び監査役の

監査が実効的に行われることを確保するための体制

13



Promise Co., Ltd.    Annual Report 2010

14

危機管理体制

　プロミスでは、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。
　事業活動全般にわた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、社長が指名
する取締役を委員長とする「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

　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、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、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。

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

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

リスク管理最高責任者

リスク管理責任者
（部門長）

関連会社

（関連事業部、海外事業部、
 提携事業部、営業統括部）

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

本社部門営業部門 関連会社管理部門

リスクマネジメント体制図  （2010年6月23日現在）



マネジメントチーム
（2010年7月1日現在） 

取締役

代表取締役社長　最高執行役員

久保　　健
1977年04月 株式会社住友銀行入行
2007年05月 当社副社長執行役員
2009年11月 当社代表取締役社長最高執行役員(現任)

取締役　専務執行役員

渡辺　光哲
1978年03月 プロミストラスト株式会社(現プロミス株式会社)入社
2007年11月 三洋信販株式会社代表取締役副社長執行役員
2010年06月 当社取締役専務執行役員(現任)

取締役　常務執行役員

立石　義之
1977年03月 プロミストラスト株式会社(現プロミス株式会社)入社
2007年04月 当社常務執行役員(現任)
2008年06月 当社取締役(現任)

取締役　常務執行役員

田代　智彦
1980年04月 住友信託銀行株式会社入社
2009年06月 当社常務執行役員(現任)
 当社取締役(現任)

取締役　常務執行役員

岩波　雅彦
1980年04月 株式会社三井銀行入行
2010年04月 当社常務執行役員(現任)
2010年06月 当社取締役(現任)

監査役

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

 

執行役員

最高執行役員 久保　　健
専務執行役員 渡辺　光哲
  営業統括部管掌 兼 マーケティング部、

営業システム部、与信管理部、事務センター担当

常務執行役員 立石　義之
 広報部、リスク統轄部、お客様相談室担当

 田代　智彦
 財務部、提携事業部、保証センター担当

 岩波　雅彦
 総合企画部、IT開発部、IT運用部担当

執行役員 東　　章一
 海外事業部担当

 三井　弘一
  営業統括部、お客様サービスプラザ、

コンタクトセンター、お客様サービスセンター担当

 佐藤　陽一
  経理部、内部統制室担当 兼 

財務部、提携事業部副担当

 市川　昌由
 法務管理部、管理部担当

 小山　哲生
 関連事業部担当

 坂部　昭裕
 企画調査部担当 兼 財務部、提携事業部副担当

 北角　誠英
 人事部、総務部担当
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