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株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと

お慶び申し上げます。平素はひとかたならぬご高配を賜

り、厚く御礼申し上げます。このたび当社は、第46期上半

期（2006年4月1日から2006年9月30日まで）を終了いた

しました。事業内容をご報告するにあたり、一言ごあいさ

つ申し上げます。

当社を取り巻く環境は、利息返還請求の増加、貸付上限

金利の引下げを含めた法改正等、非常に厳しい状況にあ

ります。当社グループは、こうした経営環境変化に柔軟に

対応し、収益の確保を図るとともに、社会的責任を果たすこ

とで企業価値を高め、ひいては永続的発展を目指します。

今後は、株式会社三井住友フィナンシャルグループとの

戦略的提携を推進することで、さらに安定した収益基盤

を確保し、財務基盤の安定強化に取り組んで参ります。

株主の皆様におかれましては、当社の経営努力、およ

び株主重視の経営方針をご理解いただき、倍旧のご支援

を賜りますようお願い申し上げます。

2006年12月 代表取締役社長

神内 博喜

営業収益（億円）

3,909

2,020

3,221

1,626
1,866

1,581

3,698

3,130

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

連結・通期� 単体・通期�
連結・中間期� 単体・中間期�

1,904 1,905

1,5531,542

3,812

3,079

経常利益（億円）

898

441

844

419

678

1,308

621
528

153 125

493

700 677

1,181

連結・通期� 単体・通期�
連結・中間期� 単体・中間期�

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

中間（当期）純利益（億円）

415

267

493

362
400

753

370
313 285

420 409

△1,594 △1,437

681

連結・通期� 単体・通期�
連結・中間期� 単体・中間期�

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

自己資本（億円）

6,366 6,240

7,939 7,744 7,763

6,1065,959

7,546

連結� 単体�

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

ごあいさつ

第46期中間決算ハイライト ●連結・単体
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消費者金融業界を取り巻く環境は、関係法令の改正

等を受けて、ますます厳しさを増しています。近年問題

視されている、多重債務者の増加問題、および過剰貸

付問題を解決するための法改正が、当初の目的を離れ

て貸付上限金利引下げの議論に終始しています。また、

2006年1月の最高裁判決が、「貸金業規制法※1」第43

条の「みなし弁済」規定※2を事実上空文化し、利息返

還費用、および貸倒費用の増加を招いて、これらが経常

利益を圧迫しています。さらに、日本公認会計士協会が

取りまとめた「消費者金融会社等の利息返還請求によ

る損失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」

に基づき、利息返還損失引当金繰入額を特別損失に計

上したことから、当中間期の最終利益を大きく修正する

ことになりました。

罰則を伴う「出資法※3」では貸付上限金利を年率

29.2%としており、罰則を伴わない利息制限法では上限

金利を年率15%～20%と設定※4しています。両法の間

には約10％の乖離があり、この部分がいわゆる「グレー

ゾーン金利」と呼ばれるものです。貸金業規制法第43

条において一定の条件下であれば「グレーゾーン金利」

の範囲での貸付を有効としています。関係法令の改正

議論の中では、この「グレーゾーン金利」撤廃と合わせ

て、登録事業者の要件厳格化、および総量規制などが

盛り込まれています。

当社は、1995年に貸付上限金利を年率25.55%に設定

し、業界内で最も低い金利で営業してきました。また、お

客様の取引状況に応じて優遇金利を適用することで、

お客様への利益還元と同時に、企業の財務体質強化を

図ってきました。こうした早期の貸付上限金利引下げ努

力により、法定の貸付上限金利引下げから受けるダメー

ジを最小限に抑制しています。

2006年6月からは、当業界大手7社※5が連携して、「借

りすぎ防止キャンペーン」を実施しています。これは、過

剰貸付問題に業界全体で取り組んでいく意思の表れで

す。当社は、法改正に柔軟に対応しつつ、社会問題化

している過剰貸付問題、および多重債務者の増加問題

に真摯に対応していきます。

貸金業の規制等に関する法律
「みなし弁済」規定とは、利息制限法の貸付上限金
利（年率15%～20%）を超えて支払った利息につい
て、一定条件のもと、債務者が任意で支払ったもの
とみなす規定をいう。
「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関す
る法律」
元本が10万円未満の場合には年率20%、同10万
円以上100万円未満の場合には年率18%、
同100万円以上の場合には年率15%を上限とする。
プロミス、アコム、アイフル、武富士、三洋信販、CFJ、
GEコンシューマー・ファイナンスの7社。

※1
※2

※3

※4

※5

事業環境変化への対応
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当中間期のわが国経済は、企業収益の改善や設備投

資の拡大により、雇用・所得環境改善が見られ、景気は

緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、業

種・業態間や地域間で景気回復の動きに格差が生じて

いるほか、原油価格の高騰や金利上昇等の懸念材料も

依然として残っています。消費者金融業界では、法的債

務整理や利息返還請求が急増する一方、貸金業制度お

よび関連法令の改正を巡る議論が活発化し、今後の法

改正の動向も含め、予断を許さない状況が続いています。

こうした状況のもと、当社グループでは、株式会社三井

住友フィナンシャルグループおよび関係会社（以下、

「SMFGグループ」）との提携効果の早期創出と、営業力

の強化や経営効率の向上による経営基盤の拡充を重点

課題に、消費者金融事業を中心に新たな施策の導入や業

務の効率化を進める一方、新しい顧客層の開拓に取り組

んでいます。

戦略的提携事業の推進として、当社および株式会社三

井住友銀行（以下、「SMBC」）、アットローン株式会社の3

社の連携スキームによる消費者ローン事業（以下、「カスケ

ード事業」）の展開を中心に、顧客層の拡大と利便性の向

上に注力しています。また、債権管理業務を行う社員に対

する教育体制を充実し、専門的能力を向上させることで、

債権の良質化に努めています。チャネルネットワークにつ

いては、業務提携やIT技術を活用し、お客様のさまざまな

ライフスタイルに対応した整備を行いました。

利息収入の減少を保証事業収入の増加が補い、当中

間期の営業収益は、前年同期並みの190,532百万円（前

年同期比0.04％増）となりました。しかしながら、利息返還

請求の増加に伴う利息返還費用や貸倒費用の増加によ

り、経常利益は15,301百万円（前年同期比71.0％減）とな

りました。また、日本公認会計士協会の取りまとめた「消

費者金融会社等の利息返還請求による損失に係る引当

金の計上に関する監査上の取扱い」を踏まえ、利息返還

損失引当金を改めて算出し、必要な金額（連結174,943百

万円、単独156,050百万円）を利息返還損失引当金繰入

額として特別損失に計上したことから、中間純損失は

159,416百万円となりました。

なお、中間配当金については、当初の予定通り１株につ

き52円50銭（前年同期と同額）とさせていただきました。

◆当中間期の経営環境について

◆提携事業の推進を中心に経営基盤を拡充

◆利息返還請求への対応等により損失計上

利息返還請求の増加に伴う引当金を計上《2006年度中間期の状況》

事業活動のご報告

金融事業収益の推移�

1,949

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

1,809 1,847 1,844

3,7213,779

（億円）�通期� 中間�

3,595
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当社グループは、事業環境の変化に迅速かつ柔軟に

対応し、収益性と社会的責任の両立を図ることで、企業

価値の最大化を図ります。

消費者金融事業では、SMFGグループとの戦略的提

携を推進しつつ、お客様とのコミュニケーションを重視し

た営業の実践、適切な信用供与、多様なニーズに対応し

た商品・サービスの提供等を通じて、「お客様支持No.1」

を目指します。また、信用保証事業やサービサー事業等

といった金融周辺事業の拡大に努めながら、業務提携を

通じた新規事業の可能性についても検討していきます。

海外事業については、現在展開中の香港（消費者金融

事業）、タイ（消費者金融事業）に続く新市場の開拓を図る

べく、アジア全域を視野に入れて調査・研究に取り組みます。

このほか、法改正に対応した組織体制の確立、コンプ

ライアンスを軸とする内部統制システムの拡充、リスク管

理体制の強化、コスト効率化の推進、財務基盤の安定

強化等に取り組むとともに、お客様の多重債務化の抑

制や、地域社会との共生を目指した社会貢献活動等を

通じて、信頼される企業集団を目指していきます。

消費者金融業界では、規制金利の引下げを含めた大幅

な法改正が予定され、収益力の低下や業界再編・淘汰の

懸念など、今後の経営環境は厳しいものと認識しています。

こうした状況のもと、当社グループは、前述の戦略を着

実に遂行し、競争力の強化と利益の安定確保に取り組ん

でいきます。また、消費者金融業界全体としては、多重債

務問題や、法的債務整理の増加に伴う利息返還金の急

増等、看過できない課題もあり、当社グループとしても、消

費者保護と消費者金融業界全体の健全な発展のため、こ

れらの課題解決に向けて努力していきます。

利息返還請求の増加や、それに伴う利息返還費用や貸

倒費用の増加、ネガティブ報道による業界イメージの低下

等、下半期においても当社グループにとって厳しい事業環

境が続くものと思われます。

こうした状況を踏まえ、平成19年3月期通期の連結業績

見通しについては、営業収益372,500百万円（前期比2.3％

減）、経常利益25,700百万円（前期比63.3％減）、当期純

損失154,100百万円を見込んでいます。

なお、期末配当金については、1株につき52円50銭を予

定しています。この結果、中間配当金と合わせた年間配当

金は、1株につき105円（前期と同額）になる予定です。

◆企業価値の最大化を目指す中長期戦略

◆厳しい事業環境下で戦略を着実に遂行

事業環境の変化に対応《今後の事業展開と通期の見通し》

(注)上記の連結業績予想は、今後、様々な要因によって
予想数値と異なる結果となる可能性があります。

◆通期の業績見通しについて
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◆事業活動DATA

連結・単体

連結� 単体�

15,290
13,528

15,996

13,267

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

15,809

12,953

15,745

12,733

連結� 単体�

2,940

2,441

3,023

2,383

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

2,950

2,309

2,917

2,253

連結・無人店舗� 単体・無人店舗�
連結・有人店舗� 単体・有人店舗�

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

1,644
1,478

430
544

1,100
1,628

530
418

1,098 1,461
1,043

1,586

472 415

1,114 1,474
1,059

1,592

473 414

1,119 1,478
1,0641,048

営業貸付金残高 （億円） 営業店舗数 （店）顧客数 （千人）

◆戦略的提携事業の推進

SMFGグループとの戦略的提携をさらに推進《金融事業について》

当社グループの主力事業である消費者金融事業につい

ては、法改正に関連した報道等による消費者金融業界全

般へのイメージの悪化や、利息返還請求の増加に伴う貸

倒償却の増加等により、営業貸付金残高が大幅に減少し

たことから利息収入が減少したものの、カスケード事業の

順調な推移により保証事業収入が増加したこと等から、当

中間連結会計期間の「金融事業収益」は、ほぼ前年同期

並みの184,464百万円（前年同期比0.2％減）となりました。

当社グループは、SMFGグループとの戦略的提携を柱

として、これまで培ってきたノウハウと提携先企業の持つ

強みを融合することで、顧客層の拡大と利便性の向上に

取り組んでいます。

戦略的提携の主力事業としては、「カスケードスキーム」

によるカスケード事業を展開しています。カスケードスキー

ムとは、ブランド・貸付金利帯が異なる3社が連携し、複数の

ブランドへの一括申込や紹介等により、お客様の資金ニー

ズに総合的にお応えするというものです。カスケード事業で

は、当社が、SMBCおよびアットローン株式会社の商品の信

用保証を行うことで、与信審査から延滞債権の管理・回収

まで全面的にサポートします。口座数は3社合計で約36万1

千件、営業貸付金残高は244,533百万円に達しています。

また、当社では、カスケード事業に係る2社のほか、

SMFGグループ企業である株式会社ジャパンネット銀行、

地方銀行8行を合わせた計11社より信用保証業務の受託

を行っており、信用保証残高は232,374百万円（アットロー

ン株式会社との連結相殺消去分109,985百万円を含む）

となっています。

さらに、アットローン株式会社は、当社との代理店契約

に基づき、平成18年5月より当社の有人店舗を受付窓口

として、ローン商品の販売を開始しました。代理店の数は、

首都圏の店舗を皮切りに、平成18年9月末までに全国279

店舗にまで拡大しています。
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単体

男性� 女性�

3,323 3,463

1,778

1,545

1,773

1,690

3,582 3,628

1,824 1,805

1,758 1,823

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

CD・ATM台数 （台） 自動契約機・ローン申込機台数 （台） 従業員数 （名）

自社� 提携�

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

96,829

98,554

1,725 1,714

104,866

106,580

1,694 1,692

108,762

110,456

108,507
110,199

自動契約機� ローン申込機�

1,440
123
1,563

1,444

452
1,896

1,466

1,013
2,479

1,471

1,010
2,481

第46期�
（06.9）�

第43期�
（04.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

◆債権の良質化
当社グループでは、コンプライアンスの徹底とコミュニケ

ーションの強化を基軸とし、お客様一人ひとりとの強固な

信頼関係を構築することで、債権の良質化に取り組んで

います。

当社では、債権管理業務を行う社員に対する認定制度

を導入しています。担当社員は、各種研修やOJTを通じ、

専門知識の習得やカウンセリング能力向上・コンプライア

ンスの徹底が義務付けられます。また、債権管理業務を

細かく規定した自主基準「債権回収ガイドライン」を周知

徹底し、厳格に運用しています。

なお、当社グループの金融会社各社においても、当社

の与信システムやノウハウを導入するとともに、債権管理

体制の見直しを図り、与信機能の強化と債権内容の質的

向上に努めています。

当社では、業務提携やIT技術を活用し、お客様のさま

ざまなライフスタイルに対応したチャネルネットワークの整

備に取り組んでいます。

契約チャネルについては、ローン申込機「超速」の設置

がほぼ一巡したことから、お客様の利便性と競合環境を

勘案し、有人店舗、無人店舗を含めたチャネルネットワー

クの見直しを実施し、営業力の強化とコスト効率の改善

の両立に努めています。入出金チャネルについては、金融

機関等との提携を推進した結果、提携先数416機関、自

社ATMを含む入金・出金チャネル数は125,988ヵ所（自社

ATM1,692台、提携ATM・CD108,507台、コンビニエンス

ストア15,789店舗）と業界トップのネットワークを構築して

います（平成18年9月末現在）。

また、平成18年4月からは、株式会社エヌ・ティ・ティ・ド

コモの携帯電話FOMAのテレビ電話機能を活用した「見

えるコールセンター」を開始しました。

当社グループ全体では、当社の自社ATMネットワーク

や自動契約機等の営業インフラをグループ会社に開放し

て共同利用することで、チャネルコストの抑制とサービス

の拡充を図り、経営効率の向上に取り組んでいます。
◆チャネルネットワークの拡充
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（負債の部）
流動負債 411,072 409,714
利息返還損失引当金 35,150 23,970
その他 375,922 385,744
固定負債 676,497 562,054
利息返還損失引当金 100,080 ー
その他 576,417 562,054

負債合計 1,087,569 971,768

（少数株主持分）
少数株主持分 ー 12,059

（資本の部）
資本金 ー 80,737
資本剰余金 ー 138,414
利益剰余金 ー 602,907
その他有価証券評価差額金 ー 11,607
為替換算調整勘定 ー 109
自己株式 ー △ 57,418
資本合計 ー 776,357
負債、少数株主持分及び資本合計 ー 1,760,186

（純資産の部）
株主資本 598,272 ー
資本金 80,737 ー
資本剰余金 138,414 ー
利益剰余金 436,542 ー
自己株式 △57,422 ー
評価・換算差額等 3,263 ー
その他有価証券評価差額金 3,379 ー
繰延ヘッジ損益 △28 ー
為替換算調整勘定 △88 ー
少数株主持分 9,154 ー
純資産合計 610,690 ー
負債純資産合計 1,698,260 ー

区分 当中間期末 前期末
06年9月30日現在 06年3月31日現在

◆ 中間連結貸借対照表 （単位：百万円）（単位：百万円）

（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 1,555,457 1,598,527

現金及び預金 70,494 55,638

受取手形及び売掛金 4,228 4,137

営業貸付金 1,574,586 1,580,982

短期貸付金 29,522 10,530

繰延税金資産 51,021 45,595

その他 38,719 37,084

貸倒引当金 △213,115 △ 135,440

固定資産 142,802 161,658

有形固定資産 74,824 76,728

建物及び構築物 15,256 15,815

器具備品及び運搬具 8,995 10,265

土地 50,572 50,646

無形固定資産 20,008 21,030

連結調整勘定 ー 11,964

のれん 11,101 ー

その他 8,907 9,065

投資その他の資産 47,969 63,899

投資有価証券 34,713 49,243

繰延税金資産 617 984

その他 12,637 13,670

資産合計 1,698,260 1,760,186

区分 当中間期末 前期末
06年9月30日現在 06年3月31日現在

中間連結財務諸表
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◆ 中間連結損益計算書

◆ 中間連結株主資本等変動計算書 （06年4月１日から06年9月30日まで）

◆ 中間連結キャッシュ・フロー計算書（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

（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。

区分
当中間期 前中間期
06年4月１日から 05年4月１日から
06年9月30日まで 05年9月30日まで

営業収益 190,532 190,460
営業費用 176,061 138,538
営業利益 14,470 51,921
営業外収益 1,089 1,089
営業外費用 258 202

経常利益 15,301 52,807
特別利益 1,923 586
特別損失 175,573 598

税金等調整前中間純利益 △158,348 52,796
法人税、住民税及び事業税 7,930 17,639
法人税等調整額 △3,957 5,415
少数株主損失 2,904 1,617

中間純利益 △159,416 31,358

資本金
資本
剰余金

利益
剰余金

自己
株式

株主資本
合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額等

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

少数株主
持分

純資産
合計

06年3月31日残高 80,737 138,414 602,907 △57,418 764,640 11,607 ― 109 11,716 12,059 788,417
中間連結会計期間中の変動額
剰余金の配当 △6,657 △6,657 △6,657
役員賞与 △79 △79 △79
連結子会社増加に伴う利益剰余金減少高 △210 △210 △210
中間純損失 △159,416 △159,416 △159,416
自己株式の取得 △ 3 △3 △3
自己株式の処分 △0 0 0 0
株主資本以外の項目の
中間連結会計期間中の変動額（純額） △8,227 △28 △197 △8,453 △2,904 △11,358

中間連結会計期間中の変動額合計 ― △0 △166,364 △ 3 △166,368 △8,227 △28 △197 △8,453 △2,904 △177,727
06年9月30日残高 80,737 138,414 436,542 △57,422 598,272 3,379 △28 △88 3,263 9,154 610,690

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,284 42,747

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,600 △ 6,875

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,880 △ 75,086

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 15

現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） 33,565 △ 39,198

現金及び現金同等物期首残高 63,851 110,853

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 314 ―

現金及び現金同等物中間期末残高 97,731 71,655

区分
当中間期 前中間期
06年4月１日から 05年4月１日から
06年9月30日まで 05年9月30日まで

株主資本

（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。

（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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◆ 中間単体損益計算書

（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。

営業収益 155,325 154,227

営業費用 143,114 105,560

営業利益 12,211 48,667

営業外収益 530 853

営業外費用 169 164

経常利益 12,572 49,356

特別利益 335 586

特別損失 156,236 1,853

税引前中間純利益 △143,328 48,089

法人税、住民税及び事業税 6,995 15,451

法人税等調整額 △6,582 4,056

中間純利益 △143,741 28,580

前期繰越利益 ー 7,243

中間未処分利益 ー 35,824

（単位：百万円）

区分
当中間期 前中間期
06年4月１日から 05年4月１日から
06年9月30日まで 05年9月30日まで

06年3月31日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 538,700 41,434 △57,418 743,053 11,609 ― 11,609 754,662
中間会計期間中の変動額
剰余金の配当 △6,657 △6,657 △6,657
役員賞与 △67 △67 △67
別途積立金の積立 28,000 △28,000 ― ―
中間純損失 △143,741 △143,741 △143,741
自己株式の取得 △3 △3 △3
自己株式の処分 △0 0 0 0
株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額（純額） △8,227 △28 △8,255 △8,255

中間会計期間中の変動額合計 ― ― △0 ― 28,000 △178,466 △3 △150,470 △8,227 △28 △8,255 △158,725
06年9月30日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 566,700 △137,032 △57,422 592,583 3,382 △28 3,353 595,936

資本金

株主資本

資本
準備金

資本剰余金
利益剰余金

その他
資本剰余金

利益
準備金 別途

積立金

その他利益剰余金
繰越利益
剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証券
評価
差額金

評価・換算差額等

繰延
ヘッジ
損益

評価・
換算
差額等
合計

純資産
合計

◆中間株主資本等変動計算書 （06年4月１日から06年9月30日まで） （単位：百万円）

■ 中間単体貸借対照表 （単位：百万円）

区分 当中間期末 前期末
06年9月30日現在 06年3月31日現在

（資産の部）
流動資産 1,352,749 1,402,648
固定資産 184,638 195,700
有形固定資産 64,749 66,613
無形固定資産 8,623 8,806
投資その他の資産 111,265 120,280

資産合計 1,537,388 1,598,348
（負債の部）

流動負債 278,481 291,405
固定負債 662,970 552,280
負債合計 941,451 843,685

（資本の部）
資本金 ー 80,737
資本剰余金 ー 127,337
利益剰余金 ー 592,397
その他有価証券評価差額金 ー 11,609
自己株式 ー △ 57,418
資本合計 ー 754,662
負債及び資本合計 ー 1,598,348

（純資産の部）
株主資本 592,583 ー
資本金 80,737 ー
資本剰余金 127,337 ー
利益剰余金 441,930 ー
自己株式 △ 57,422 ー
評価・換算差額等 3,353 ー
純資産合計 595,936 ー
負債純資産合計 1,537,388 ー

中間単体財務諸表

（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。

（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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T OPICS

当社を含む消費者金融大手7社※1は、利用者や一般

消費者が消費行動や金銭感覚を自ら確認し、消費行動・

意識に潜むリスクファクタへの“気づき”と、家計収支の改

善による健全な家計管理を支援するための専用サイト「健

全な家計管理のための支援サービスサイト」を2006年10

月2日より開設しました。

本サイトは、7社各社のホームページにリンクを設定すると

ともに、「安全な利用のための情報発信」として7社の店頭

やＡＴＭコーナーで配布・掲示している啓発リーフレット「借

り入れ前のチェックブック」および「啓発ポスター」にて専用

URL※2を告知し、お客様へのご案内を強化しています。

支援サービスサイトは、家計収支の早期改善や多重債

務の未然防止を目的とした「家計管理診断チェック」と、

利用者や一般消費者が消費行動や金銭感覚を自ら確

認し、適切な借り入れの参考にしていただくことを目的とし

た「消費行動診断」、および、その簡易版である「マネーラ

イフ健康度チェック」から構成されています。

近年、社会問題化している多重債務者の増加問題の

解決に向けて、当業界全体で取り組んでいく一環として、

このサイトを創設しました。

消費行動・意識に潜むリスクファクタへの
気づきと、健全な家計管理の支援

「健全な家計管理のための支援サービスサイト」を開設

トピックス

◆「家計管理診断チェック」「消費行動診断」

プロミス、アコム、アイフル、武富士、三洋信販、CFJ、GE
コンシューマー・ファイナンスの7社。
http://www.kakei-shindan.jp

※1

※2



6月23日から25日の3日間に渡って、兵庫県のウォーター

ヒルズゴルフ倶楽部で「第5回プロミスレディスゴルフトーナメ

ント」を開催しました。この大会は、「新人選手の登竜門」と位

置づけて、毎年、推薦枠により多くの新人が出場しています。

最終日はあいにくの雨模様となりましたが、こうした若い選

手達のさわやかな活躍が大会を盛り上げ、3日間の総入場

者数は1万人を超えました。最終日は二十歳の新人 藤田

幸希
さい き

選手が首位、大山志保選手・古閑美保選手が2打差2

位のスタートとなりました。序盤の3連続バーディで古閑選手

がトップに躍り出ると、一転して追う立場となった藤田選手で

したが、初優勝のプレッシャーなど感じさせない落ち着いたプ

レーで最終18番、バーディを奪いサドンデスに持ち込みまし

た。そのまま研ぎ澄まされた集中力で、プレーオフ1ホール目、

下り5メートルのスライスラインを読み切り、バーディパットを沈

めて鮮やかな

初優勝を決め

ました。大きく

ガッツポーズを

決めると、次の

瞬間、緊張の

糸が切れたよ

うに、彼女の

目からは涙が

あふれました。

日本の女子プ

ロゴルフ界に新たなヒロインが誕生した瞬間でした。先にホ

ールアウトしていた同世代の横峯さくら選手(10位)も藤田選

手に駆け寄り、抱き合って初優勝を祝福しました。

本大会は、当社が社会活動の一環として取り組んでいる

イベントです。地域社会をはじめ、さまざまな方々とのコミュ

ニケーションを深めることで企業市民として社会に根ざした

存在になることを目指し、スポーツ振興に焦点を当てて、プロ

ミスレディスゴルフトーナメントを開催しています。ゴルフに真

摯に取り組んでいる若い世代がLPGAツアーに参加するこ

11

2006 LPGAツアー 第5回プロミスレディス

古閑美保選手

藤田幸希選手

横峯さくら選手の祝福を受ける プレーオフを戦った古閑選手も祝福



12

とが難しい昨今、ひ

とりでも多くの新人

選手に出場機会を

提供することで、ゴ

ルフ界の次世代育

成に貢献できれば

と考えています。そのため、本大会がLPGAの初戦と

なる選手も多く、女子プロゴルフ界に新しい風を吹き

込む大切な大会になっています。

当社は、お客様がパソコンで操作中のインターネッ

ト店舗の画面と、当社オペレーターのパソコンの画面

を同期（シンクロ）させて、同じ画面を見ながら操作をサ

ポートするサービス「ネット相談窓口」※1の提供をして

います。併せて、当社のホームページ上から無料で、コ

ンピュータウイルスの感染や不正アクセスを防ぐセキ

ュリティツール「ｎProtect Netizen」※2をダウンロード

できるサービスを提供しています。これらは、消費者金

融業界初のサービスです。

当社では、今後もお客様の安全性と利便性の向上

を図るため、インターネット店舗の機能追加等、各種サ

ービスの拡充を図っていきます。

TOPICS

インターネット・サービス

株式会社シンクプラスが提供するアプリケーション「SyncShop」
を利用したサービス。
ネットムーブ株式会社が提供するウイルス対策ソフト。

※1

※2

優勝した藤田選手と神内社長

家族や友人らに胴上げされる
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株式分布状況

所有者別状況

所有株数別状況

当社は自己株式8,048千株を保有しておりますが、当該自己株式には議決権がない
ため、上記の「大株主」から除外しております。
住友信託銀行株式会社の所有株式数には、日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社・住友信託退給口の株式3,600千株（議決権比率2.84％）を含んでおります。
平成18年10月3日付にて、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、エヌ・ダブリュー・キュー・インベストメント・マネジメント・カンパニーから
変更報告書が提出されております。同報告書により平成18年9月19日現在の保有
株券等は11,178千株（株券等保有割合8.29%）である旨の報告を受けております
が、当中間会計期間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。
「所有株式数」は、千株未満を切り捨てて記載しております。
「議決権比率」は、小数点第3位以下を四捨五入して記載しております。

（注）1

2

3

4
5

株式の状況

発行可能株式総数 300,000,000株

発行済株式総数 134,866,665株

株主数 7,944名

株式会社三井住友銀行 27,926 22.03 

神内 良一 10,000 7.89 

ヒーローアンドカンパニー
（常任代理人株式会社三井住友銀行）

9,731 7.68

神内由美子 8,644 6.82 

日本生命保険相互会社 5,704 4.50 

モックスレイ・アンド・カンパニー
（常任代理人株式会社三井住友銀行）

4,273 3.37

住友信託銀行株式会社 4,000 3.15 

日本トラスティ・サービス
信託銀行株式会社（信託口）

2,644 2.09

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）

2,514 1.98

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 2,478 1.95
（常任代理人株式会社みずほコーポレート銀行）

計 77,919 61.46 

株主名 所有株式数（千株） 議決権比率（％）

大株主

個人その他�
23,048千株（17.09％）�

外国法人等�
46,805千株（34.69％）�
�

証券会社 �
1,936千株（1.44％）�

その他の法人 �
4,336千株（3.22％）�

�

自己株式�
8,048千株（5.97％）� 金融機関 �

50,690千株（37.59％）�

2千5百株以上 �
365千株（0.27％）�

5千株以上 �
2,319千株（1.72％）�

2万5千株以上 �
2,104千株（1.56％）�

�5万株以上 �
12,906千株（9.57％）�

�25万株以上 �
9,858千株（7.31％）�

�

5百株以上�
792千株（0.59％）�

5百株未満�
744千株（0.55％）�

50万株以上�
105,776千株（78.43％）�

株式の状況 2006.9.30現在
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会社概要

商号 プロミス株式会社
英訳名 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

事業年度 4月1日から翌年3月31日までの1年

事業内容 消費者金融業

登録番号 関東財務局長（8）第00615号

営業店舗数 1,478店舗

従業員数 3,628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 市 川 泰 久

取締役常務執行役員 加曽利 勉

取締役常務執行役員 久保出 俊 博

常 勤 監 査 役 越 田 和 也

常 勤 監 査 役 吉 田 幸 男
＊常 勤 監 査 役 森　 博 彰
＊常 勤 監 査 役 神 作 守 男
＊非 常 勤 監 査 役 長 澤 和 夫

執行役員

常 務 執 行 役 員 藤 原 政 行

常 務 執 行 役 員 鈴 木 幸 裕

執 　 行 　 役 　 員 平 井 　 豪

執 　 行 　 役 　 員 砺 波 直 久

執 　 行 　 役 　 員 鈴 木 　 哲

執 　 行 　 役 　 員 立 石 義 之

執 　 行 　 役 　 員 篠 原 敏 男

執 　 行 　 役 　 員 江 澤 博 通

執 　 行 　 役 　 員 加曽利　 勝

執 　 行 　 役 　 員 工 藤 雅 弘

執 　 行 　 役 　 員 東 　 章 一

執 　 行 　 役 　 員 三 井 弘 一

（注）＊印は、社外監査役であります。

会社概要 2006.9.30現在

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://www.promise.co.jp/ir/



事業年度末日 ３月３１日

基　　準　　日 定時株主総会　３月３１日

期末配当金 ３月３１日

中間配当金 ９月３0日

定時株主総会 事業年度終了後3か月以内

単 元 株 式 数 ５０株

公 告 方 法 電子公告

電子公告不可能時は日本経済新聞

公告アドレス http://cyber.promise.co.jp/                    

銘 柄 コ ー ド ８５７４

株主名簿管理人 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

全国本支店

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。�


