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営業収益（億円）

第41期�
（02.3）�
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1,956

3,944

3,162

1,564

4,106

2,054

3,265

1,633

3,909

2,020

3,221

1,626
1,866

1,581

第43期�
（04.3）�

第44期�
（04.9）�

連結・通期� 単体・通期�
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経常利益（億円）

650
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（02.3）�

第42期�
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中間（当期）純利益（億円）

369
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400
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第41期�
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株主資本（億円）

5,748 5,528

6,181 5,972
6,366 6,240

7,650 7,494
連結� 単体�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（04.9）�

第44期中間期決算ハイライト●連結・単体

株主の皆様へ

代表取締役社長　

ごあいさつ

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び

申しあげます。このたび当社は、第44期上半期（2004年4月

1日から2004年9月30日まで）を終了いたしました。ここに中間

事業報告書をお届けするにあたり、一言ごあいさつ申しあげます。

当中間期におきましては、主力の消費者金融事業において

営業貸付金残高が減少したこと等により、営業収益は伸び悩

んだものの、自己破産申立件数の鈍化等を背景に貸倒関連

費用が減少に転じた結果、経常利益、中間純利益ともに前年

同期比で増加し、業績は回復基調に入りました。経営方針で

ある「プロミスビジョン」のもと、経営構造改革によるコスト削減、

与信ノウハウを活用した新たな収益基盤の確保等に、グルー

プをあげて取り組んできた成果が現れてきたものと存じます。

今後も構造改革の手綱を緩めることなく、「プロミスビジョン」

の実現に向け、コアビジネスである消費者金融事業の拡大は

もとより、金融周辺事業ならびに海外金融事業にも注力し、

企業価値の最大化を目指して邁進して参る所存です。

株主の皆様におかれましては、なにとぞ今後とも格別の

お力添えを賜りますようお願い申しあげます。

2004年12月
神内 博喜
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事業活動のご報告

2004年度中間期の成果

■明るい兆しが見えてきた経営環境
好調な輸出とデジタル景気に支えられて、わが国の経

済は回復への歩を強めています。それに伴い個人消費

が増加するなど、消費者マインドも徐々に改善してきまし

た。一方、失業率は若干改善してきたものの、依然高水

準で推移しており、実質的な賃金水準も減少傾向が続く

など、景気回復の流れは雇用・所得環境の改善までには

至っていないのが実情です。

そうした中、当社グループの主力である消費者金融

事業を取り巻く環境におきましても、自己破産申立件数

の増加が鈍化するなど明るい兆しが見えてきたものの、

依然厳しい状況が続いています。

■経営構造改革の推進で増益に転換
当中間期におきましては、市場環境にやや明るさが戻

りつつある中、未だ不確定要素も多いため、引き続き与信

審査の厳格な運用を行いました。それに加えて、前期に

行ったジーシー株式会社売却等の影響もあり、営業貸付

金残高は減少いたしましたが、経営方針である「プロミス

ビジョン」のもと、消費者金融事業を中心に、「不良債権

の極小化」と「お客様とのリテンション（維持継続）強化」

を重点課題として、新たな施策の導入や債権管理の強

化、コスト削減など経営構造の改革にグループをあげて

取り組んだ結果、利益面では増益に転じました。

各施策の概要につきましては、金融事業においては

以下の4点がポイントとなります。①事業環境の変化に即

応できる組織体制の見直しと強化、②自動与信システム

の精度を高める「ナビゲーションシステム」の導入と債権

管理体制の強化による債権の良質化、③ITの活用や新

たな事業提携による商品・チャネルネットワークの拡充に

よるお客様の獲得と満足度向上、④金融機関の販売

する無担保ローンの保証業務など、消費者金融業界で

長年培ってきた与信ノウハウを活用した新たな収益基盤

の確保です。

その他の事業においては、金融機関向けシステム開発

事業等の金融周辺事業において外部受注の新規開拓

に注力いたしました。

■経常利益53.8％増、中間純利益49.9％増
当中間期の連結業績は、収益面では、主力事業であ

る消費者金融事業において営業貸付金残高が減少し

たこと等により、営業収益が1,866億5百万円（前年同

期比7.6％減）となったものの、利益面においては、前述

いたしましたさまざまな取り組みに加え、自己破産申立件

数の鈍化等を背景に貸倒関連費用が減少に転じたこと

などが奏功し、経常利益は前年同期比237億36百万

円増加し、678億77百万円（同53.8％増）となり、中間純

利益は前年同期比133億36百万円増加し、400億80百

万円（同49.9％増）となりました。

グループをあげて経営構造改革に取り組み、
増益を確保いたしました。



3

企業価値の最大化を目指して

■市場開拓と顧客基盤の拡充に向けて
先に挙げました当社の経営方針である「プロミスビ

ジョン」とは、事業領域を消費者金融サービスに“特化”

し、お客様のニーズや時代の変化に合わせてビジネスを

“深化”させ、お客様との関係を「借りる・貸す」から「活

かす・助言する」という関係に“進化”させていくことによ

り、お客様一人ひとりに財務面からアドバイスやサポート

ができる「パーソナル・メインバンク」への進化を目指すと

いうものです。

この中長期的な経営戦略の実現に向け、当社グルー

プでは、ブランドごとに異なる金利帯を構成することで、グ

ループ全体で幅広い層の多様なニーズにお応えする「金

利のフルライン化戦略」を主軸に据えて、コアビジネスであ

る消費者金融事業の拡充に努めています。具体的には、

プロミス株式会社（貸付年利率17.8％～25.55％）を中心

に、株式会社モビット（同15.0％～18.0％）、株式会社ぷら

っと及びサンライフ株式会社（同29.2％）という3つの金

利帯を設け、市場の開拓と顧客基盤の拡大に取り組ん

でいます。

■三井住友フィナンシャルグループとの戦略
的提携
本年6月に合意いたしました株式会社三井住友フィ

ナンシャルグループ（以下「SMFG」）との業務・資本提

携は、この「金利のフルライン化戦略」をさらに推進する

ためのものです。個人の価値観・ライフスタイルの多様

化がより一層進む中で、お客様のニーズを的確に捕捉

し、きめ細かい対応により、魅力的なローン商品を開発・

提供していかなければなりません。当社グループと

SMFGはそれぞれを戦略的パートナーと位置づけ、先

進的かつ本格的な提携を実現し、消費者金融事業に

おいてわが国トップの地位の構築を目指しています。

15.0％� モビット�モビット�

プロミス�

ぷらっと�ぷらっと�サンライフ�

29.2％�

25.55％�

18.0％�
貸付年利率�

金利のフルライン化戦略

● SMBCとプロミスは8～12％程度の金利商品を
SMBCの販売チャネルを通じて提供する。

● SMBCとプロミスは共同出資により、15～18％
の金利商品を提供する消費者金融会社を新たに設
立する。

● SMFGの子会社であるジャパンネット銀行（以下
「JNB」）とプロミスはJNBのローン保証提携を含
む包括的な提携を進める。

● SMBCとプロミスは、スモール法人マーケットに
対するファイナンス事業について共同研究を実施
する。

● SMFGとプロミスグループは各階層に亘り、人材
交流を実施する。

● SMFGとプロミスは今後、SMFGのグループ会社
である三井住友カード、さくらカード等とプロミス
との協働も含め、業務提携のさらなる拡充を図る。

三井住友フィナンシャルグループとの
業務提携の内容
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本年9月に締結した業務提携基本契約に従い、当社

とSMFGの子会社である株式会社三井住友銀行（以下

「SMBC」）との連携を中心に、これまで両グループで培っ

てきたブランド・顧客基盤・ノウハウ・経験等の融合により、

双方のお客様に対して最高の商品・サービスを提供して

参ります。具体的には、当社のローン申込機「超速」の

SMBC店舗内への設置、同行との共同出資による新会

社の設立、新スキームによるコンシューマー・ローンの共同

開発・提供、当該商品における債務保証業務の受託な

ど、さらに新型チャネルの開発やその他のグループ企業

間での各種業務提携の拡充を図ります。

今後の課題と通期の見通し

■株主の皆様への利益還元は最重要課題
当社グループでは、株主の皆様への利益還元を経営

の最重要課題と位置づけております。株主の皆様のご期

待にお応えできる利益還元を目指し、今後も内部留保を

充実させ、財務体質の強化を図るとともに、債権の良質化

をより一層促進して強固な事業基盤を築き上げることで、

業績の向上に努めて参ります。

なお、内部留保金の使途につきましては、株主価値の

向上に資するべく、商品開発・IT投資・人材育成等、

「プロミスビジョン」実現に向けた各種経営体質強化策

に有効活用させていただく方針です。

■さらなる成長に向けて
高騰が続く原油価格が国内景気に及ぼす影響が懸

念され、わが国経済の回復を引っ張ってきた「輸出」「デ

ジタル景気」「消費者マインドの改善」という３つの牽引

役にも一服感が出てきています。雇用・所得環境の回復

の遅れや、減少傾向にあるものの依然高水準を保つ自

己破産件数等、当社グループにとりましては、今後も厳し

い事業環境が続くものと思われます。

そのような環境下におきましても、安定した収益を確保

し企業成長を遂げるため、「不良債権の極小化」と「お客

様とのリテンション強化」を引き続き重要課題として取り組

んで参ります。そのためには債権の良質化に重点を置き

つつ、異なるターゲット層の資金ニーズに応える「金利の

フルライン化戦略」によって、リスクを分散させる事業戦略

が欠かせません。当社グループでは、そうした戦略に基づ

き営業貸付金残高の増加を図り、金融周辺事業・海外

金融事業の拡大にも継続して取り組んで参ります。

また、「お客様支持No.1」を実現するため、構造改革を

引き続き推進し、企業インフラの整備とお客様へのサービ

ス拡充に努めるほか、SMFGとの業務提携の早期具体

化に向けた施策を展開して参ります。

通期業績見通しといたしましては、営業収益3,677億57

百万円（前期比5.9％減）、経常利益1,092億円（同

21.5％増）、当期純利益630億円（同51.5％増）を見込ん

でおります。

事業活動のご報告

提携による新商品提供スキーム

ローン商品未利用者層�

銀行ローン�
利用者層�

信販・クレジット�
利用者層�

消費者金融会社�
利用者層�

三井住友銀行�
金利8％～12％�

三井住友銀行との�
合弁会社�

金利15％～18％�

プロミスグループ�
金利17.8％～29.2％�
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事業活動DATA

連結・単体

連結� 単体�

第42期�
（03.3）�

13,756

16,145

第43期�
（04.3）�

15,290
13,528

第41期�
（02.3）�

13,246

15,432

第44期�
（04.9）�

15,225

13,476

連結� 単体�

2,940

2,4412,538

3,226

2,583

3,231
2,909

2,422

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第41期�
（02.3）�

第44期�
（04.9）�

連結・無人店舗� 単体・無人店舗�
連結・有人店舗� 単体・有人店舗�

1,644
1,4781,100
1,048

430
544

455

1,541

570

1,711

1,086
1,141

457

1,510

630

1,785

1,053

1,155 1,644
1,4791,116
1,061

418
528

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第41期�
（02.3）�

第44期�
（04.9）�

事業別情報

営業貸付金残高 （億円） 営業店舗数 （店）顧客数 （千人）

金融事業
お客様の満足度向上を
主眼に収益力強化を図る
当社グループの主力事業につ

きましては、債権の不良化抑制

策として引き続き与信審査の厳

格な運用を行ったことや、前期におけるジーシー株式会

社の売却などを受けて、営業貸付金残高が減少した結

果、当中間期の「金融事業収益」は、前年同期比で139

億83百万円減少し、1,809億54百万円（前年同期比

7.2％減）となりました。

当期において取り組んだ主な施策としてはまず、事業

環境の変化に即応し、効率・効果的に最大の力が発揮

できるように組織体制を強化したことです。当社において

本年8月、営業部門と企画開発・広告宣伝機能強化の

ためにマーケティング部・営業開発部・ネット推進部を統合

した「営業企画部」を新設し、広告宣伝機能を分離・

独立させた「広告宣伝部」を新たに設けました。また、

SMFGとの提携に合わせて、プロジェクトの企画・推進を

担う「戦略提携プロジェクト」を発足し、各案件ごとに部門

横断型のメンバー構成で、業務提携の早期具体化に取

り組んでいます。

次に、債権の良質化です。従来の自動与信システムに

よる管理手法の精度向上を目的に、お客様の取引内容

や個々の事情等をデータベース化した「ナビゲーション

システム」を活用することで、債権の質的向上を図り、この

システムをより有効に活用するために新規契約から回収

までを一貫して管理する体制の構築を進めました。

また、債権回収における法令遵守を目的とした厳格な

自主基準の改訂等、ルール整備やカウンセリング能力の

向上、コンプライアンスの徹底にも注力しております。

3つ目としては、商品及びチャネルネットワークの拡充

です。「フリーキャッシング」を主力に無担保ローン商品の

拡充、他企業・団体との提携による会員証カードの発行や

提携ローンの提供など、お客様の多様なニーズにお応え

できる商品・システムの開発に取り組みました。また、入出

金チャネルの拡充も推進し、本年9月末現在における、

金融事業収益の推移�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

1,862 1,973 1,949

第44期�
（04.9）�

1,809

3,772 3,956 3,779

（億円）通期� 中間�
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単体

自社� 提携�

1,808

52,683
54,491

84,487
86,326

1,839

96,829
98,554

1,725

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第41期�
（02.3）�

104,254
105,987

1,733

第44期�
（04.9）�

単独型� 併設型�

1,053

409
1,462

1,086

407
1,493

1,048

392

1,440

1,061

385

1,446

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第41期�
（02.3）�

第44期�
（04.9）�

男性� 女性�

1,778

1,545
3,323

1,730

2,249

3,979
1,753

2,322

4,075

1,813

1,496
3,309

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第41期�
（02.3）�

第44期�
（04.9）�

CD・ATM台数 （台） 自動契約機台数 （台） 従業員数 （名）

金融機関やコンビニエンスストアの提携先数は429、

自社ATMを含む入金・出金チャネル数は120,781ヶ所

（ATM・CD105,987台、コンビニエンスストア14,794店舗）

を数え、業界トップのネットワークを構築しています。さらに、

新規申込受付から仮カード発行までを５～10分で行う

ローン申込機「超速」の設置を、大都市の商業エリアや

郊外型ショッピングセンター等を中心に推進し、この9月

末までに339台を配置いたしました。

4つ目としては新たな収益基盤の確保です。消費者金

融業界で長年培ってきた与信ノウハウを活かして、金融

機関が販売する無担保ローンの保証業務を受託し、新

たな収益基盤の確保に努めています。本年6月には株

式会社岐阜銀行と提携し、保証先数は３行となりました。

保証債務残高は当中間期末現在、38億26百万円となっ

ています。また、経営資源の有効活用の観点から、全国

に展開する当社ATMを、銀行系クレジットカード会社３

社、信販会社９社、消費者金融会社17社（うちグループ

会社３社）の計29社に開放しています。

株式会社ネットフューチャーの

テレマーケティング事業や株式会

社STC（本年7月、株式会社シ

ステム・トリニティより商号変更）の金融機関向けシステム

開発事業等の金融周辺事業において、外部受注の新規

開拓を推進して収益の拡大に取り組んでおります。しか

しながら、国内市場での競争激化や、グループ経営資源

の集中化を進めるために本年6月、台湾の自動車割賦

販売金融子会社が保有する割賦債権を台北国際商業

銀行に譲渡したこと等を背景に、「その他の事業」におけ

る当中間期の収益は、前年同期比14億35百万円減少し、

56億51百万円（前年同期比20.3％減）となりました。

その他の事業収益の推移�
（億円）�

93
81

70
56

172

149
130

通期� 中間�

第41期�
（02.3）�

第42期�
（03.3）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（04.9）�

その他の事業
金融周辺事業の
拡充を図る
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（負債の部）
流動負債 281,275 323,226
買掛金 137 189
短期借入金 13,091 15,423
1年内返済予定長期借入金 206,911 196,998
1年内償還予定社債 30,000 50,000
未払法人税等 16,688 15,739
賞与引当金 3,592 3,678
債務保証損失引当金 134 70
その他 10,720 41,126
固定負債 664,324 758,827
社債 255,000 255,000
長期借入金 389,027 484,642
退職給付引当金 14,712 13,333
役員退職慰労引当金 338 361
補償損失引当金 2,700 2,700
その他 2,545 2,789
負債合計 945,599 1,082,054

（少数株主持分）
少数株主持分 ― ―

（資本の部）
資本金 80,737 49,053
資本剰余金 138,333 92,287
利益剰余金 546,618 512,784
その他有価証券評価差額金 3,504 4,150
為替換算調整勘定 △ 801 △ 813
自己株式 △ 3,359 △ 20,795
資本合計 765,032 636,667

負債、少数株主持分及び資本合計 1,710,632 1,718,721

区分 当中間期末 前期末
04年9月30日現在 04年3月31日現在

■ 中間連結貸借対照表
（単位：百万円）

（資産の部）

流動資産 1,583,153 1,573,562

現金及び預金 89,867 52,233

受取手形及び売掛金 1,264 7,439

営業貸付金 1,522,537 1,529,054

短期貸付金 38,028 48,994

繰延税金資産 28,568 40,337

その他 32,754 28,895

貸倒引当金 △ 129,868 △ 133,392

固定資産 127,479 145,158

有形固定資産 77,940 79,636

建物及び構築物 16,481 17,132

器具備品及び運搬具 9,903 10,442

土地 51,555 52,061

無形固定資産 10,820 11,763

連結調整勘定 5,204 5,649

その他 5,616 6,114

投資その他の資産 38,717 53,758

投資有価証券 19,544 34,742

繰延税金資産 4,963 3,933

その他 14,210 15,081

資産合計 1,710,632 1,718,721

区分 当中間期末 前期末
04年9月30日現在 04年3月31日現在

（単位：百万円）

中間連結財務諸表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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■ 中間連結損益計算書 ■ 中間連結剰余金計算書

■ 中間連結キャッシュ・フロー計算書

営業収益 186,605 202,024
営業貸付金利息 177,757 188,720
その他の金融収益 10 31
商品売上高 1,885 4,817
その他の営業収益 6,951 8,455
営業費用 120,163 159,550
金融費用 9,546 11,012
商品売上原価 1,114 4,266
その他の営業費用 109,502 144,271
営業利益 66,441 42,474
営業外収益 2,059 2,019
受取利息及び受取配当金 1,308 1,495
保険金及び保険配当金 40 ―
匿名組合出資利益 253 251
持分法による投資利益 166 8
その他 291 264
営業外費用 623 352
支払利息 51 105
新株発行費償却 230 ―
店舗等移転諸費用 116 70
その他 225 177
経常利益 67,877 44,141
特別利益 330 12,761
関係会社株式売却益 ― 12,659
投資有価証券売却益 325 102
その他 5 ―
特別損失 989 3,131
固定資産除売却損 146 178
減損損失 441 ―
債権売却損失 385 ―
投資有価証券売却損 ― 30
会員権評価損 1 24
補償損失引当金繰入額 ― 2,700
その他 15 197
税金等調整前中間純利益 67,218 53,772
法人税、住民税及び事業税 16,163 26,400
法人税等調整額 11,185 627
少数株主損失 211 ―
中間純利益 40,080 26,743

（単位：百万円）

区分
当中間期 前中間期
04年4月１日から 03年4月１日から
04年9月30日まで 03年9月30日まで

（資本剰余金の部）
資本剰余金期首残高 92,287 92,287
資本剰余金増加高 46,045 ―

増資による新株の発行 31,684 ―

自己株式処分差益 14,361 ―

資本剰余金中間期末残高 138,333 92,287
（利益剰余金の部）

利益剰余金期首残高 512,784 483,972
利益剰余金増加高 40,080 26,743
中間純利益 40,080 26,743
利益剰余金減少高 6,246 6,973
配当金 6,049 6,245
役員賞与 84 100
自己株式処分差損 ― 288
連結子会社増加に伴う利益剰余金減少高 112 338

利益剰余金中間期末残高 546,618 503,743

（単位：百万円）

区分
当中間期 前中間期
04年4月１日から 03年4月１日から
04年9月30日まで 03年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 37,098 29,346

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,695 69,319

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 21,431 △ 46,640

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 3

現金及び現金同等物の増加額 26,364 52,030

現金及び現金同等物期首残高 101,110 105,760

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 313 487

現金及び現金同等物中間期末残高 127,789 158,278

（単位：百万円）

区分
当中間期 前中間期
04年4月１日から 03年4月１日から
04年9月30日まで 03年9月30日まで

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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中間単体財務諸表

■ 中間単体損益計算書■ 中間単体貸借対照表

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

（資産の部）

流動資産 1,513,709 1,502,382

固定資産 150,124 165,751

有形固定資産 67,182 68,566

無形固定資産 5,254 5,837

投資その他の資産 77,687 91,347

資産合計 1,663,833 1,668,134

（負債の部）

流動負債 259,267 295,199

固定負債 655,123 748,923

負債合計 914,390 1,044,123

（資本の部）

資本金 80,737 49,053

資本剰余金 127,256 81,210

利益剰余金 541,304 510,391

その他有価証券評価差額金 3,504 4,151

自己株式 △ 3,359 △ 20,795

資本合計 749,443 624,010

負債及び資本合計 1,663,833 1,668,134

区分 当中間期末 前期末
04年9月30日現在 04年3月31日現在

（単位：百万円）

営業収益 158,123 162,673

営業貸付金利息 154,261 158,826

その他の営業収益 3,861 3,846

営業費用 97,132 122,131

金融費用 9,356 10,091

その他の営業費用 87,776 112,039

営業利益 60,990 40,542

営業外収益 1,692 1,600

営業外費用 483 178

経常利益 62,199 41,964

特別利益 329 23,628

特別損失 703 3,058

税引前中間純利益 61,825 62,534

法人税、住民税及び事業税 14,921 25,524

法人税等調整額 9,867 803

中間純利益 37,036 36,207

前期繰越利益 6,304 6,154

中間未処分利益 43,341 42,362

（単位：百万円）

区分
当中間期 前中間期
04年4月１日から 03年4月１日から
04年9月30日まで 03年9月30日まで



連結子会社・関連会社概要 2004. 9. 30現在

金融事業�

株式会社ぷらっと�

資 本 金� 24億円�
主要な事業内容� 消費者金融業�

サンライフ株式会社�

資 本 金� 1.85億円�
主要な事業内容� 消費者金融業�

株式会社モビット�

資 本 金� 200億円�
主要な事業内容� 消費者金融業�

パル債権回収株式会社�

資 本 金� 5億円�
主要な事業内容� 債権の管理回収業�

金融周辺事業�

株式会社パルライフ�

資 本 金� 30億円�
主要な事業内容� 債権調査業、�

不動産の賃貸管理業�

株式会社ネットフューチャー�

資 本 金� 3億円�
主要な事業内容� テレマーケティング業、�

ATMの保守・管理業�

株式会社STC

資 本 金� 0.9億円�
主要な事業内容� コンピュータのシステム�

設計及び運用・開発�

海外金融事業�

PROMISE（HONG KONG）CO., LTD.

資 本 金� 45百万香港ドル�
主要な事業内容� 消費者金融業（香港）�

良京實業股　有限公司�

資 本 金� 290百万台湾ドル�
主要な事業内容� 自動車の割賦販売業（台湾）�

普羅米斯顧問股　有限公司�

資 本 金� 250百万台湾ドル�
主要な事業内容� 金融機関貸付債権の�

評価及び分析、買取（台湾）�

連結子会社� 持分法適用関連会社�

三井住友�
フィナンシャル�
グループ�

資本・業務提携� プロミス�
グループ�

10

（注）1.株式会社STCは、2004年7月1日付で、株式会社システム・トリニティより社名を変更いたしました。
2.普羅米斯顧問股 有限公司は重要性が増したため、当中間期より連結の範囲に含めています。



消費者金融専業初　コンビニエンスストアの
マルチメディア端末からの新規申込受付開始

2004年11月１日から、当社はコンビニエンスストアの株式

会社スリーエフならびに、同社の店舗内でマルチメディア端

末「ｅ－ＴＯＷＥＲ」を設置・運営しているスリーエフ・オンライ

ン株式会社と提携し、「ｅ－ＴＯＷＥＲ」の機能を利用した

新規申込の受付を開始しました。

当社では、コンビニエンスストアに設置されたマルチメディ

ア端末を利用する入金収納代行提携を各社と行っていま

すが、同端末を利用した新規申込の受付は、銀行系を除

き、消費者金融専業では初めてとなります。また、マルチメデ

ィア端末のカードリーダー機能を利用したカードの即時発行

は、銀行系を含め、消費者金融業界で初めてのサービスと

なります。

この提携により、プロミスの申込

チャネル1,818ヵ所（有人店舗418

ヵ所、自動契約機店舗1,061ヵ所、

ローン申込機339ヵ所）に、新たにス

リーエフ店舗内の「ｅ－ＴＯＷＥＲ」６１４

ヵ所が加わり、お客様の利便性が

一段と向上します。

プロミスレディースゴルフトーナメント開催

今年で3回目となります「プロミスレディースゴルフトーナ

メント」を2004年6月25日から27日までの3日間、兵庫県東

条市にあるウォーターヒルズゴルフ倶楽部（6,425ヤード、

パー72）で開催いたしました。

この大会では、新人選手にも活躍していただきたいとの

趣旨のもとで主催者推薦枠を活用し活躍の場を提供して

おり、プロミスの推薦する新人プロを含む総勢108名が出

場しました。

決勝ラウンドでは、前日2位スタートの藤井かすみプロが

後半4ホールで2バーディを奪う追い上げをみせ、6ホールに

及ぶプレーオフの激戦を制しクイーンの座を獲得しました。

今後もこのような社会活動を通じて、当社の企業姿勢

の理解促進を図って参ります。

T O P I C S
トピックス
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株式お手続きのご案内です。

2004年6月9日に「株券不発行制度」に関する法律※1が公

布され、上場会社の株式にかかわる株券は、2009年（平成21

年）6月までに一斉に廃止※2されます。

（注）今後、政省令等により、取扱が変更となる可能性もございますのでご了承ください。
※1「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を

改正する法律」
※2 公布日（2004年）から起算して5年以内に施行

「株券不発行制度」をご存知ですか？

単元未満株式（50株未満の株式）は証券取引場

の取引単位でないため、同市場で自由に売買する

ことができません。

単元未満株式をご所有の場合、単元株式に不足

する数を買増請求して単元株式にすることができます。

（例：30株所有のところを20株買増請求して50株にする）

なお、証券保管振替制度をご利用の場合は、お取

引の証券会社にお申し出ください。

「単元未満株式の買増請求」のご案内

株券を紛失・盗難など喪失した場合、株券を再発行

するためには、喪失株券を失効させる必要があります。

株券を喪失された方が名義書換代理人にお申し

出いただくと、喪失した株券は喪失登録簿に記載さ

れ、原則として記載された日の翌日から起算して1年

経過後に喪失株券は無効となり、株券の再発行を

受けることができます。

お問い合わせは
住友信託銀行株式会社　証券代行部
0120-176-417（受付時間：平日9：00～17:00）

「株券を喪失した際の手続き」のご案内

株券不発行制度とは

株券が廃止され、現在の証券保管振替制度（ほふり）を発展
させた新しい振替制度に一斉移行されます。
これにより現在発行されている株券は無効となりますが、株主

としての権利は従来と同様に確保されます。
ただし、現在お手元に株券をお持ちの場合は、株主の権利を
確保しておく必要があります。

新制度移行時の留意点

株式の保有形態により、次のとおり異なります。

●（ほふり）を利用されている場合…
（ほふり）に預託されている株式は、一斉移行時にそのまま新しい
振替制度に移行されます。そのため、特にお手続きの必要は
ありません。

●ご自分名義の株券をお手元に保管されている場合…
株主の権利は確保されますが、新制度移行後は、そのままでは
売却できません。証券会社等の「振替口座」に移管する必要が
あります。

●ご自分以外の名義の株券をお手元に保管されている場合…
株主としての権利を失うおそれがあります。新制度移行前に、
名義書換をされるか、（ほふり）に預託してください。

12
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株式の状況 2004. 9. 30現在

株式分布状況

所有者別状況

所有株数別状況

（注）1.住友信託銀行株式会社の「持株数」には、退職給付信託として日本
トラスティ・サービス信託銀行株式会社に拠出している株式3,600
千株（議決権比率2.68%）を含んでおります。
2.証券取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」に基づきア
ライアンス･キャピタル･アセット･マネジメントグループから2003
年8月31日現在、合計10,664千株、及びシュローダー投信投資顧問
株式会社グループから2004年9月30日現在、合計6,207千株保有し
ている旨の報告を受けておりますが、当社としては、当中間期末の
株主名簿に記載がなく保有株式数の把握ができませんので、上記の
大株主には含めておりません。

株式の状況

会社が発行する株式の総数 300,000,000株

発行済株式総数 134,866,665株

株主数 6,083名

大株主

株主名 持株数（千株） 議決権比率（％）

株式会社三井住友銀行 20,310 15.11

神内　良一 11,000 8.19

神内　由美子 9,144 6.81

日本生命保険相互会社 5,704 4.25

株式会社新生銀行 5,682 4.23

日本トラスティ・サービス 5,680 4.23信託銀行株式会社（信託口）

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口） 5,293 3.94

ステート ストリート バンク
アンド トラストカンパニー 4,270 3.18

住友信託銀行株式会社 4,000 2.98

ステート ストリート バンク
アンド トラストカンパニー 505103 3,807 2.83

金融機関 �
59,388千株（44.04％）�

個人その他�
25,417千株（18.85％）�

自己株式�
463千株（0.34％）�

外国法人等�
43,866千株（32.52％）�
�

証券会社 �
1,816千株（1.35％）�

その他の法人 �
3,914千株（2.90％）�

�

2万5千株以上 �
2,727千株（2.02％）�

�

2千5百株以上 �
445千株（0.33％）�

5百株以上�
786千株（0.58％）�

5百株未満�
603千株（0.45％）�

5千株以上 �
2,521千株（1.87％）�

25万株以上 �
12,805千株（9.50％）�

�

5万株以上 �
9,613千株（7.13％）�

�

50万株以上�
105,363千株（78.12％）�
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会社概要 2004. 9. 30現在

会社概要

商号 プロミス株式会社
英文名 Promise Co.,Ltd.

本社所在地 東京都千代田区大手町1丁目2番4号

設立 1962年（昭和37年）3月20日

資本金 80,737,694,164円

決算期 毎年3月（年1回）

事業内容 消費者金融業

登録番号 関東財務局長（7）第00615号

営業店舗数 1,479店舗

従業員数 3,309名

役員

代 表 取 締 役 会 長 内野　正昭

代 表 取 締 役 社 長
最 高 執 行 役 員

神内　博喜

取締役専務執行役員 小杉　俊二

取締役専務執行役員 渡辺　光哲

取締役常務執行役員 竹内　　功

取締役常務執行役員 加曽利　勉

常 勤 監 査 役 古河　和幸

常 勤 監 査 役 入山　秀次
＊常 勤 監 査 役 森　　博彰
＊常 勤 監 査 役 長澤　和夫

（注）＊印は、社外監査役であります。

当社のホームページ
では、株主・投資家の皆
様向けのインベスターリ
レーション情報をはじめ、
最新の企業活動をお知
らせするニュースリリース
など、さまざまな情報発
信を行っています。

■ 株主の皆様へ当社の各種情報を提供するホームページを開設し
ています。

http://cyber.promise.co.jp/

（注）鈴木秀一氏は2004年７月１日付、木下典夫氏は同年９月30日付で
執行役員に就任いたしました。

執行役員

常 務 執 行 役 員 吉田　幸男

常 務 執 行 役 員 小幡　　博

常 務 執 行 役 員 市川　泰久

常 務 執 行 役 員 木下　典夫

執 　 行 　 役 　 員 加藤　伸夫

執 　 行 　 役 　 員 平井　　豪

執 　 行 　 役 　 員 鈴木　秀一

執 　 行 　 役 　 員 藤原　政行

執 　 行 　 役 　 員 砺波　直久

執 　 行 　 役 　 員 鈴木　幸裕

執 　 行 　 役 　 員 石田　泰之

執 　 行 　 役 　 員 鈴木　　哲

執 　 行 　 役 　 員 立石　義之

執 　 行 　 役 　 員 篠原　敏男



東京都千代田区大手町1-2-4 〒100-0004
Tel : 03-3287-1515（代表）�
http://cyber.promise.co.jp/

決　算　期　日 毎年３月３１日

基　　準　　日 定時株主総会　３月３１日

利益配当金 ３月３１日

中間配当金 ９月３0日

定時株主総会 毎年６月下旬

１単元の株式数 ５０株

公告掲載新聞 日本経済新聞

決算公告アドレス http://cyber.promise.co.jp/kessan.jsp   

上場証券取引所 東京証券取引所市場第一部

銘 柄 コ ー ド ８５７４

名義書換代理人 住友信託銀行株式会社

大阪市中央区北浜四丁目５番３３号

同事務取扱場所 住友信託銀行株式会社　証券代行部

東京都千代田区丸の内一丁目４番４号

郵便物の送付先 〒１８３-８７０１東京都府中市日鋼町１番１０

及び電話照会先 住友信託銀行株式会社　証券代行部

（住所変更等用紙のご請求） �０１２０-１７５-４１７

（その他のご照会） �０１２０-１７６-４１７
同事務取次所 住友信託銀行株式会社

本店及び全国各支店

株主メモ

環境に配慮した「大豆油インキ」�
を使用しています。�


