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取締役

代表取締役社長　最高執行役員
久保　健
取締役　専務執行役員
渡邊　正三
金融事業部門管掌 兼 営業推進部、お客様サービスプラザ担当

取締役　常務執行役員
立石　義之
管理部、営業企画部、営業開発部担当

取締役　常務執行役員
田代　智彦
広報部、関連事業部、保証事業部、保証センター担当

取締役　常務執行役員
岩波　雅彦
総合企画部、システム部、財務部担当

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）

マネジメントチーム
（2011年7月1日現在）

取締役

田代　智彦 渡邊　正三 久保　健 立石　義之 岩波　雅彦 

執行役員

常務執行役員
東　章一
海外事業部担当

執行役員
市川　昌由
コンタクトセンター、お客様サービスセンター担当

小山　哲生
与信企画部担当

坂部　昭裕
事務統括部、事務センター担当 兼 財務部、保証事業部、保証センター副担当

北角　誠英
人事部、総務部担当

中山　孝一
リスク統轄部担当 兼 総合企画部副担当

三浦　雅樹
コンタクトセンター、お客様サービスセンター担当

小川　裕久
経理部担当 兼 保証事業部、保証センター副担当



コーポレート・ガバナンス

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。また、取締役会に諮る案
件は、必要に応じ取締役等によって構成されるマネジメントミー

ティングにおいて事前審議を行うなど、十分な討議を行ってい
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. 経営会議および執行役員会
　全執行役員で構成され、取締役会で決議された方針や戦略に
基づく施策について審議する経営会議を開催（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署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13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組織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。

コーポレート・ガバナンス体制 （2011年6月27日現在）
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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

各部署

関係会社各社会計監査人 各社監査役

顧
問
弁
護
士

監
督
官
庁

ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー

ボ
ー
ド

監
査
役
室

監
査
役
監
査

内部監査

会
計
監
査
人

監
査
役
会
（
監
査
役
４
名
う
ち
社
外
監
査
役
２
名
）

選任・解任
監
督

助
言

補
佐

選任・解任 選任・解任

選任・解任監視

選任・解任

連係連係

連係

連携

連係

管理連携

教育
啓蒙
指導
判断

報告
連絡
相談

相談

指示
指導 報告

各種委員会
リスク管理委員会
原則四半期に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・評価した上で、予防策または顕在化した
場合の対応策の検討を行い、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。

会
計
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査

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等に基づき、取締役会等
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。また、三様監査
（監査役監査･会計監査･内部監査）が有機的に機能するよう、
必要に応じ会計監査人との意見交換の実施や内部監査部署か
ら監査報告を受けるなど、緊密な相互連係の強化に努めていま
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署の内部監査を実施し、監査結果を社
長に報告しています。

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

　コンプライアンスの徹底は、経営の最重要課題のひとつであ
り、社内規定や組織体制の整備、社内教育や継続的な啓蒙活
動を通じ、コンプライアンス態勢の充実と強化に取り組んでい
ます。
　コンプライアンスに関する基本的な価値観、精神、行動基準を
示した「プロミス倫理綱領」を1999年に制定し、研修指導等によ
り周知徹底を図っています。また、法令等を反映させた規程・マ
ニュアル類を整備するとともに、これらの情報をデータベース化
し、全役職員が常時閲覧・参照できるようにしています。

　組織体制としては、コンプライアンスの統制管理部署である
「リスク統轄部」を中心に、監査部をはじめとする関係各部が連
携し、適切な業務運営が行われていることを管理監督する態勢
を整備しています。また、部署毎にコンプライアンスおよびリス
ク管理の責任者を任命し、業務内容に応じたコンプライアンス
状況の自主点検を定期的に実施させるなど、日常業務レベルか
らコンプライアンスを徹底する態勢を構築しています。さらに、
情報の早期吸い上げと自立的解決を目的として、社内外に相談
窓口を設置し、内部通報体制の充実を図っています。
　また、教育面においては、社内研修や社内報などによる継続
的な啓発活動のほか、社外資格の取得を推奨しています。特に、
貸金業法の成立に伴い、国家資格となった「貸金業務取扱主任
者」は、コンプライアンスの重要な担い手として事業所毎に一
定数の配置が義務付けられています。階層別研修や通信教育、
eラーニングなどにより積極的な取得支援を行った結果、法定設
置基準を大幅に上回る8割超の社員が取得しています。

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
題のひとつであると認識し、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



危機管理体制

　プロミスグループを取り巻く様々なリスクを経営レベルから
把握し、全社横断的に事故の予防と早期対応を図るために「リス
ク管理委員会」を設置しています。また、プロミスではリスク管理
規程を制定し、リスクが顕在化することによる影響を極小化し、
事業の継続と組織運営の健全性・適切性を維持するために、プ
ロミスおよび関係会社のリスク管理を行っています。

具体的な施策

防犯防災管理規程に基づく防災対策
　地震や風水害などの大規模災害発生時に速やかに対応し、人
的・物的被害を最小限に止めるとともに、迅速な事業再開を実現
するための大規模災害対応マニュアルを制定しています。また、
これらの機動的な対応に向けて、社長を本部長とする災害対策
本部の設置についても定めています。併せて、緊急時に従業員
の安否状況を速やかに把握し、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を導入し、平時の訓練を通じて全従業
員の危機管理意識の醸成を図り、防災への備えとしています。

反社会的勢力排除対策
　反社会的勢力との関係遮断を体制としてさらに明確にするた
めに反社会的勢力排除規程を定め、平時の体制整備を行うとと
もに、不当要求があった場合など有事の際には対策本部を設置
し、企業として毅然とした対応を行う態勢を構築しています。ま
た、これらをより実効のあるものとするために、外部専門機関と
の連携や従業員の教育による意識の醸成に努めています。

大規模災害（大地震）発生時のコンピュータシステム対策
　ハードウェアおよびデータの両面から地震対策を講じていま
す。ハードウェアについては、設置場所の安全性、耐久性を十分
に考慮し、コンピュータ専用ビルにホストコンピュータを設置し
ています。また、データについては、重要なものは外部に複製を
保管するなどバックアップの取得により安全性を確保していま
す。さらに、大規模な地震や広域災害への備えとして、バックア
ップセンターを稼働させ、事業の継続性の確保に努めています。

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、リスク管理委員会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、個人データの非開示契約の締結
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リスク管理最高責任者

リスク管理責任者
（所属長）

関係会社

（関連事業部、海外事業部）
リスク管理責任者

（管理部長、センター長、プラザ長）

リスク管理委員会
リスク統括管理部署（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／各部署の
リスクマネジメント
管理体制

リスク管理責任者（所轄所属長）

社員（契約社員、パート社員、派遣社員を含む）
報告指示・指導

本社部署営業部署 関係会社管理部署

リスクマネジメント体制 （2011年4月1日現在）


