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第47期�
（08.3）�

連結� 単体�

1,308

△2,015

1,181

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

700 677 643

431

第46期�
（07.3）�

△1,968

当期純利益（億円）

連結� 単体�

753

681

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

420 409

159

62

第46期�
（07.3）�

第47期�
（08.3）�

△3,782△3,749

第47期�
（08.3）�

連結� 単体�
7,939 7,744

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

7,7637,546

3,861
3,603

4,188
3,520

第46期�
（07.3）�

純資産（注）（億円）

連結� 単体�

3,698

3,130

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

3,812

3,079

3,689

2,999

3,912

2,752

第46期�
（07.3）�

第47期�
（08.3）�

営業収益（億円） 経常利益（億円）

ごあいさつ

第47期決算ハイライト ●連結・単体

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47期

（2007年4月1日から2008年３月31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。

当期の消費者金融業界におきましては、利息返還請

求が高止まり状態にある中、中小貸金業者を中心とする

業界の再編・淘汰が進む一方、貸金業法の全面施行を

見据えた事業構造の見直しやリストラ策を各社が模索す

るなど、一段と厳しい状況が続いております。

当社では、こうした事業環境を踏まえ、経営改革の一

環として、個人向け無担保ローン事業におけるコスト構造

の改革による収益力の確保、及び新たなビジネスモデル

の開発による成長基盤の確立に、全力で取り組んでおり

ます。

株主の皆様におかれましては、当社の経営努力、及び

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。

2008年6月 代表取締役社長

神内 博喜
（注）会社法の施行に伴い、第46期より従来の「資本の部」から「純資産の部」に変更しており

ます。
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事業活動のご報告

当期のわが国経済は、期央までは堅調な企業業績に

支えられ、設備投資を中心に景気は緩やかな回復基調

で推移いたしましたものの、定率減税の廃止や個人所

得の伸び悩みに加え、年金問題等による将来への不安

から、個人消費は力強さに欠ける状況となりました。

また、サブプライムローン問題の深刻化による米国景気

の失速や、原油・原材料価格の高騰の長期化も顕在化

しており、先行き不透明感が増しております。

一方、消費者金融業界におきましては、事業構造の

抜本的な見直しや、不採算店舗の閉鎖、人員削減等の

リストラ策を各社が模索する中、多くの中小事業者が市

場からの撤退を余儀なくされるなど、厳しい状況が続い

ております。また、平成19年12月には貸金業法が施行さ

れ、取立行為規制の強化や業務改善命令制度が導入

されたほか、新たな自主規制団体である「日本貸金業

協会」が設立されました。

① 消費者金融事業の再構築
当社グループでは、貸金業法の全面施行を見据えた

利益構造への転換を図るべく、消費者金融事業の再構

築に取り組んでおります。

当社では、貸金業法の全面施行に先駆けて与信基

準の見直しを実施し、平成19年12月19日より新規に

ご契約いただくお客様等を対象として、利息制限法

の範囲内である年率7.9％～17.8％の貸出金利を適用

することといたしました。これは、貸金業法の趣旨

を踏まえ、先行して金利引き下げを実施することに

より、お客様の信頼と期待に応えつつ、新金利体系

でのビジネスモデルへの早期転換を図るものであり

ます。

加えて、コスト構造の変革に向け、自動契約機等の受

付やコールセンター業務を東西２ヵ所のコンタクトセンター

に集約したほか、全国に展開する店舗ネットワークの見

直しを図り、営業体制の合理化を進めました。

一方、グループ全体では、株式会社クオークローン

（現・株式会社タンポート）、及びサンライフ株式会社の全

店舗を閉鎖し、事業を縮小いたしましたほか、友好的

TOB（株式公開買付け）により三洋信販株式会社（以下、

「三洋信販」）をグループ化いたしました。三洋信販のグ

ループ化は、スケールメリットによる収益基盤の強化と抜

本的なコスト構造改革を主眼としており、グループシナジー

の早期実現に向けた各種施策を現在進めております。

今後は、消費者金融事業を中心に、信用保証事業、サー

ビサー事業等の分野でも連携を図り、収益力の一層の

強化に取り組んで参ります。

② 収益基盤の多角化
当社グループでは、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収益基盤の多角化

を図り、トップラインの拡大に取り組んでおります。

信用保証事業につきましては、株式会社三井住友銀行

への信用保証を中心に、信用保証残高の伸張に取り組ん

でおります。加えて、三洋信販も地域金融機関ときめ細や

かな信用保証提携ネットワークを構築しており、平成20年

３月末現在における当社グループの信用保証残高は、

423,230百万円となっております。

また、当社グループでは現在、新たなビジネスモデル

の構築に取り組んでおります。これは、異業種との提携

等により幅広い顧客層を持つ事業領域に進出し、そこで

顕在化した資金決済ニーズを取り込むというものです。

既に中古車販売やｅコマースの分野で決済サービスを開

始しております。

当期の経営環境について

金融事業について
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事業活動DATA

連結・単体

連結� 単体�

15,996

13,267

第47期�
（08.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

15,809

12,953
14,918

11,938

17,576

11,437

連結� 単体�

3,023

2,383

第47期�
（08.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

2,950

2,309

2,775

3,342

2,124 2,115

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47期�
（08.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

1,628

530
418

1,098 1,461
1,043

1,586

472 415

1,114 1,474
1,059

1,578

471 413
306363

1,107 1,470
1,057

1,367
1,061

2,124
1,761

営業貸付金残高（注） （億円） 営業店舗数 （店）顧客数 （千人）

当社グループでは、消費者金融事業で培った経営資

源やノウハウを活用し、自社ＡＴＭの開放提携事業や、

テレマーケティング事業、金融業向けシステム開発事業等

を行っております。また、新ビジネスモデルの構築を目的と

して、新事業分野への進出も図っております。新事業に

つきましては、インターネットショッピングモール事業を展開

する株式会社カウイチを、当期より新規連結しております。

以上の結果、営業収益は、391,240百万円（前年同期

比6.1％増）となりました。利益面では、国内金融子会社

再編や集中部署のスリム化等の合理化施策に伴う諸費

用を特別損失として計上いたしましたものの、広告宣伝

費をはじめとする各種コスト削減の効果が見られたこと

や、前期に利息返還損失引当金の算出方法の変更に

伴い特別損失で計上した同繰入額が当期は発生しなかっ

たこと等により、経常利益は64,325百万円、当期純利益

は15,955百万円となりました。

次期のわが国経済の見通しといたしましては、米国

経済の減速、原油・原材料価格の高騰の長期化による

企業収益の圧迫、為替相場の円高基調等、先行き不

透明感が広がっており、予断を許さない状況にあります。

一方、消費者金融業界においても、利息返還請求の高

次期の業績見通しについて

当期の業績について 金融事業収益の推移�（億円）�

第47期�
（08.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

3,602
3,8393,7213,595

その他の事業について

（注）第47期連結は債権流動化によりオフバランスと
（注）なった金額99億円を含んでおります。
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単体

男性� 女性�

3,463

1,773

1,690

3,582 3,544

1,824 1,789

1,758 1,755

第47期�
（08.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

3,339

1,862

1,477

自動契約機・ローン申込機台数 （台） 従業員数 （名）

自社� 提携�

第47期�
（08.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

1,714

104,866

106,580

1,694 1,682

108,762

110,456

110,690

112,372

1,569

115,051

116,620
自動契約機� ローン申込機�

1,444

452
1,896

1,466

1,013
2,479

1,463

983
2,446

1,736�

第47期�
（08.3）�

第44期�
（05.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

1.371�

365�

CD・ATM台数 （台）

止まりや業界の再編・淘汰の更なる加速が懸念されるな

ど、依然として厳しい状況が続くものと思われます。

このような環境の下、当社グループでは、コンプライア

ンスの徹底を基礎に、「消費者金融事業の再構築」と

「収益基盤の多角化」に重点をおいて、引き続き業績の

向上に努めて参ります。

具体的には、三洋信販との融合を進め、ITシステム

の統合、チャネルの統廃合・共有化、人員の適正配置を

軸にコスト構造改革を進めて参ります。また、優良顧客

獲得施策の実施、カウンセリングを中心とした債権回収

率の向上等に引き続き取り組み、貸金業法全面施行後

を見据えた債権ポートフォリオの転換を図って参ります。

なお、こうした取り組みの一環として、当社に引き続き、

三洋信販においても与信基準の見直しを実施し、平成

20年４月21日より新規にご契約いただくお客様等を対象

として、利息制限法の範囲内である14.9％～17.8％の貸

出金利を適用することといたしました。また、信用保証事

業やサービサー事業において業容の一層の拡大に努め

るほか、様々な業種との提携を通じて、新事業分野へ

の進出による収益基盤の多角化を推進し、安定的な収

益確保に向けた土台作りに取り組んで参ります。

以上のような取り組みの結果、平成21年3月期の連結

業績見通しといたしましては、営業収益397,979百万円

（前年同期比1.7％増）、経常利益40,964百万円（前年同

期比36.3％減）、当期純利益13,000百万円（前年同期比

18.5％減）を見込んでおります。
（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。
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連結貸借対照表
（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います。

（資産の部）

流動資産 1,823,888 1,436,828

現金及び預金 122,994 69,833

受取手形及び売掛金 612 3,013

営業貸付金 1,747,736 1,491,835

割賦売掛金 65,767 ―

有価証券 11,000 ―

買取債権 27,298 ―

短期貸付金 87,298 72,562

繰延税金資産 46,058 59,648

求償権 22,333 7,397

その他 36,365 33,512

貸倒引当金 △343,576 △300,974

固定資産 195,166 132,711

有形固定資産 71,648 73,247

建物及び構築物 15,000 14,653

器具備品及び運搬具 5,740 8,102

土地 50,845 50,491

建設仮勘定 60 ―

無形固定資産 77,922 9,376

ソフトウェア 16,888 8,090

のれん 60,576 516

その他 457 769

投資その他の資産 45,596 50,086

投資有価証券 28,389 37,652

繰延税金資産 2,357 664

その他 14,849 11,770

資産合計 2,019,055 1,569,539

営業貸付金
三洋信販及びそのグループを新規連結したこ

とを要因に増加しています。

貸倒引当金
三洋信販及びそのグループの100,437百万円が

含まれています。また、貸倒引当金には、利息返

還損失元本相殺分183,281百万円（約53％）が

含まれています。

のれん
三洋信販の子会社化によるのれんがあらたに発

生しています。

資産合計
三洋信販及びそのグループを新規連結したこと

を要因として、資産合計が前期末比449,515百

万円増加しています。

第46期
07年3月31日現在

第47期
08年3月31日現在

区分
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（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います。

利息返還損失引当金
三洋信販及びそのグループの69,225百万円が

含まれています。また、当社単体では、足下の利

息返還実績や請求の動向を踏まえた利息返還

損失引当金の再計算により、前期末比35,400

百万円減少しています。

純資産合計
新規連結の三洋信販は完全子会社ですが、

同社の連結子会社の中に、ポケットカード株

式会社等完全子会社でないものが存在する

ため、あらたに少数株主持分が発生しました。

それを要因として、純資産合計が前期末比

32,713百万円増加しています。

（負債の部）
流動負債 642,979 419,429
支払手形及び買掛金 12,128 109
短期借入金 237,492 137,122
1年内返済予定長期借入金 189,195 130,986
コマーシャルペーパー 25,000 ―
１年内償還予定社債 38,200 50,000
未払法人税等 6,196 1,095
賞与引当金 4,047 3,565
役員賞与引当金 43 19
ポイント引当金 771 ―
債務保証損失引当金 14,902 4,760
利息返還損失引当金 87,693 72,600
事業再構築引当金 6,076 ―
その他 21,230 19,168

固定負債 957,191 763,939
社債 336,720 190,000
長期借入金 418,435 388,280
繰延税金負債 157 3,846
退職給付引当金 4,005 1,510
役員退職慰労引当金 339 436
利息返還損失引当金 196,194 178,410
その他 1,338 1,454

負債合計 1,600,170 1,183,368
（純資産の部）

株主資本 379,054 372,747
資本金 80,737 80,737
資本剰余金 138,413 138,413
利益剰余金 217,327 211,018
自己株式 △57,424 △57,423

評価・換算差額等 262 6,163
その他有価証券評価差額金 96 5,606
繰延ヘッジ損益 △7 △19
為替換算調整勘定 172 575

少数株主持分 39,568 7,261
純資産合計 418,885 386,171
負債純資産合計 2,019,055 1,569,539

負債合計
三洋信販及びそのグループの新規連結による負

債の増加に加え、当社によるTOB資金の調達等

による有利子負債の増加を要因として、負債合

計が前期末比416,802百万円増加しています。

第46期
07年3月31日現在

第47期
08年3月31日現在

区分
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（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

区分
第47期
07年4月1日から
08年3月31日まで

第46期
06年4月1日から
07年3月31日まで

営業収益 391,240 368,915

営業費用 328,265 572,239

営業利益又は損失（△） 62,974 △203,323

営業外収益 3,441 2,298

営業外費用 2,090 478

経常利益又は損失（△） 64,325 △201,502

特別利益 1,109 4,714

特別損失 20,848 193,528

税金等調整前当期純利益又は損失（△） 44,586 △390,316

法人税、住民税及び事業税 4,602 4,587

過年度法人税等 4,949 ー

法人税等調整額 17,366 △11,882

少数株主利益又は損失（△） 1,712 △4,738

当期純利益又は損失（△） 15,955 △378,282

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

07年3月31日残高 80,737 138,413 211,018 △57,423 372,747 5,606 △19 575 6,163 7,261 386,171
連結会計年度中の変動額
剰余金の配当 △9,194 △9,194 △9,194
連結子会社増加に伴う利益剰余金減少高 △8 △8 △8
連結子会社減少に伴う利益剰余金減少高 △441 △441 △441
当期純利益 15,955 15,955 15,955
自己株式の取得 △2 △2 △2
自己株式の処分 △0 1 0 0
その他 △1 △1 △1
株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額（純額）

△5,509 12 △403 △5,900 32,307 26,406

連結会計年度中の変動額合計 ― △0 6,308 △1 6,306 △5,509 12 △403 △5,900 32,307 32,713
08年3月31日残高 80,737 138,413 217,327 △57,424 379,054 96 △7 172 262 39,568 418,885

営業活動によるキャッシュ・フロー 116,299 86,587

投資活動によるキャッシュ・フロー △126,465 △5,118

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,106 △5,873

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55 91

現金及び現金同等物の増加額 2,885 75,686

現金及び現金同等物の期首残高 139,853 63,851

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 63,761 314

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,448 ー

現金及び現金同等物の期末残高 205,052 139,853

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います。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

連結損益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書

連結株主資本等変動計算書 （07年4月１日から08年3月31日まで）

区分
第47期
07年4月1日から
08年3月31日まで

第46期
06年4月1日から
07年3月31日まで

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います。
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（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

営業収益 275,221 299,910

営業費用 231,273 497,419

営業利益又は損失（△） 43,948 △197,508

営業外収益 2,001 1,019

営業外費用 2,795 363

経常利益又は損失（△） 43,153 △196,852

特別利益 56 3,129

特別損失 13,322 193,120

税引前当期純利益又は損失（△） 29,887 △386,843

法人税、住民税及び事業税 813 2,575

過年度法人税等 4,178 ー

法人税等調整額 18,611 △14,478

当期純利益又は損失（△） 6,284 △374,940

（単位：百万円）

07年3月31日残高 80,737 112,639 14,697 12,263 566,700 △374,889 △57,423 354,725 5,609 △19 5,590 360,315
事業年度中の変動額
剰余金の配当 △9,194 △9,194 △9,194
別途積立金の積立 △390,000 390,000 ― ―
当期純利益 6,284 6,284 6,284
自己株式の取得 △2 △2 △2
自己株式の処分 △0 1 0 0
株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額（純額） △5,380 12 △5,368 △5,368

事業年度中の変動額合計 ― ― △0 ― △390,000 387,090 △1 △2,911 △5,380 12 △5,368 △8,279
08年3月31日残高 80,737 112,639 14,696 12,263 176,700 12,200 △57,424 351,813 229 △7 222 352,036

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

（単位：百万円）

（単位：百万円）

（資産の部）
流動資産 1,255,049 1,234,918
固定資産 140,772 150,336
有形固定資産 58,944 63,491
無形固定資産 7,113 8,554
投資その他の資産 74,715 78,289

資産合計 1,395,821 1,385,254
（負債の部）

流動負債 331,004 276,794
固定負債 712,781 748,143
負債合計 1,043,785 1,024,938

（純資産の部）
株主資本 351,813 354,725
資本金 80,737 80,737
資本剰余金 127,336 127,336
利益剰余金 201,164 204,073
自己株式 △57,424 △57,423

評価・換算差額等 222 5,590
純資産合計 352,036 360,315
負債純資産合計 1,395,821 1,385,254

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

単体財務諸表

単体貸借対照表

株主資本等変動計算書 （07年4月１日から08年3月31日まで）

単体損益計算書

第46期
07年3月31日現在

第47期
08年3月31日現在

区分 区分
第47期
07年4月1日から
08年3月31日まで

第46期
06年4月1日から
07年3月31日まで
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T OPICS

当社では、現在、収益基盤の多角化を目的として、

消費者の資金決済ニーズに直接アプローチする｢新ビ

ジネスモデル｣の構築を進めています。

これは、消費者と接点を持つ様々な事業を自らが運

営し、そこで顕在化した消費者の資金決済ニーズに対

して、当社が設立した総合ファイナンス会社の株式会

社Doフィナンシャルサービス（以下、Doフィナンシャル

サービス）が、多様な金融サービスを提供していくという

ものです。

2007年4月からは、当社のグループ会社である株式

会社カウイチ（以下、カウイチ）が、インターネットショッピ

ングモールの｢livedoorデパート｣の運営を、また11月

からはオリジナルの｢買う市ショッピングモール｣の運営

を開始いたしました。カウイチは、｢お客様の喜ぶ声と、

笑顔を増やしたい｣をスローガンに、｢楽しく｣｢買いやす

い｣ショッピングサイトの構築を目指しています。

『新ビジネスモデルの構築に向けた動きが活発化』

トピックス

買う市ショッピングモール
のテナントの一例

カウイチ

http://mall.cau1.com/

海幸王国

http://mall.cau1.com/t/

umisachiokoku/

カウイチのインターネットショッピングモールには選りすぐりのテナントを誘致しています。ご用意した商品はきっとお客
様に満足いただけるものと思います。今回は「海幸王国」を運営する出店企業様にご協力いただき、プロミスの株主
の皆様向けに特別価格で「北海道の海の幸」をご提供いただけることになりました。詳しくは、今回の封筒に同封の
リーフレットをご覧ください。

お得情報！
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10月には、当社のグループ会社である株式会社カーイ

チ（以下、カーイチ）が、ヤフー株式会社（以下、ヤフー）、

当社のグループ会社である株式会社カーライフネット及

びカーコンビニ倶楽部株式会社の３社とそれぞれ業務

提携を行い、インターネットを活用した中古車流通事業

を開始いたしました。

内容としては、ヤフーが運営する国内最大手のオー

クションサイト｢Yahoo！オークション｣の｢自動車・オート

バイカテゴリー｣のページに、カーイチ専用のコーナー

｢中古車バリューオークション｣を開設し、中古車の出品

及び購入希望者の集客を行うとともに、｢Yahoo！オーク

ション｣のインフラを活用して中古車のインターネットオ

ークション事業を展開するものです。また、自動車整備

会社等を数多く持つ企業との業務提携により、オーク

ション落札後の車の受け渡しおよび代金決済を行うエ

スクローサービス※の全国ネットワークを確立し、幅広い

お客様に安心してご利用いただける仕組みの構築を目

指しています。

Doフィナンシャルサービスでは、カーイチを通じて、

自動車の購入者向け金融商品を提供しています。

また、2008年4月よりDoフィナンシャルサービスは、

大手通信販売会社である株式会社セシール（以下、

セシール）のハウスカード｢セシールカード｣の発行を開

始いたしました。この｢セシールカード｣は、セシールでの

お買い物でご利用いただけるクレジットカードであり、

お客様のご希望に応じてキャッシングサービスにもご利

用いただけるものです。

このように、今後も当社では、他企業との提携や事業

買収等により、消費者と接点を持つ新しい事業分野に

進出し、それぞれの事業を運営する中で顕在化した消費

者の資金決済ニーズに対応した、利便性の高い金融

商品を提供し、収益基盤の拡大を目指して参ります。

※エスクローサービス…オークションの出品者と落札者を仲介し、
取引の安全性を保証するサービスです。

中古車

バリューオークション

http://special.auctions.

yahoo.co.jp/html/ucar_

value/index.html
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『貸出上限金利の引き下げを実施』

当社は、貸金業法の完全施行に先駆けて、

2007年12月19日より新規のお客様向けの貸

出上限金利の引き下げを行いました。これに合

わせて見直しを行った新しい貸出金利帯は、

消費者金融大手の中でも低い7.9％～17.8％

といたしました。

当社では、｢パーソナルメインバンクへの進

化｣という企業ビジョンの下、満足性、安全性の

高い商品やサービスの開発、各種ご相談受付

体制の拡充といった、お客様の立場に立った営

業基盤の整備を積極的に推進しています。

また、貸金業法の全面施行を見据え、コスト

構造の抜本的な改革や収益基盤の多様化等

に取り組み、新制度に対応した経営基盤の強

化に取り組んでいます。

当社では、今回の貸出上限金利の引き下げ

と提供金利帯の見直しにより、お客様に選ばれ

る体制の強化を図って参ります。
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TOPICS

『第12回約束（プロミス）エッセー大賞の開催』

※第12回約束（プロミス）エッセー大賞の入賞作品は、当社のホームページの
イベント情報に掲載されております。

｢現代社会における人間関係の大切さや、人

生を改めて見つめ直し、約束の大切さを再認識

すること｣を基本コンセプトにスタートした『約束

（プロミス）エッセー大賞』（産経新聞社主催、当

社協賛）も、第12回を迎えることとなりました。

毎回たくさんの応募をいただいておりますが、

今回も10歳から91歳まで幅広い年齢の方々から

計3,541点もの応募をいただきました。この中から

広島市在住の主婦 関口さんの作品｢父の歌｣

が大賞に選ばれ、2008年3月21日の表彰式に

おいて、優秀賞等17作品が表彰されました。

関口さんの受賞作｢父の歌｣は、音痴で60歳

過ぎの父親が、母親の誕生日に歌をプレゼント

として贈ったという、父親の愛情が深く感じられる

作品で、審査員より高く評価されたものでした。

当社も、約束（プロミス）を社名とする会社とし

て、お客様との心の信頼を大事にするという約

束が企業理念であり、これからも一生懸命守っ

ていくとともに、こうしたイベントを通して、お客様

だけでなく、社会にも貢献していくという約束も果

たしたいと考えています。
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株式分布状況

所有者別状況

所有株数別状況

（注）

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 10,674名

株式会社三井住友銀行 27,926 

神内 良一 10,000 

神内 由美子 8,644 

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）

6,981

ノーザントラストカンパニー（エイブイエフシー）サブアカウント
アメリカンクライアント（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

5,795

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）

4,144

住友信託銀行株式会社 4,000 

ナッツ・クムコ
（常任代理人 株式会社三井住友銀行）

3,070 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,025 

日本生命保険相互会社 2,650 

株主名 所有株式数（千株）

大株主

個人その他�
23,030千株（17.08％）�

外国法人等�
54,666千株（40.54％）�
�

証券会社 �
1,016千株（0.75％）�

その他の法人 �
2,742千株（2.03％）�

�

自己株式�
8,048千株（5.97％）� 金融機関 �

45,361千株（33.63％）�

2千5百株以上 �
365千株（0.27％）�

5千株以上 �
1,914千株（1.42％）�

2万5千株以上 �
1,821千株（1.35％）�

�5万株以上 �
128,975千株（95.64％）�

�

5百株以上�
860千株（0.64％）�

5百株未満�
929千株（0.68％）�

株式の状況 2008.3.31現在

１当社は自己株式8,048千株を保有しておりますが、上記の｢大株主｣から除外しております。
２住友信託銀行株式会社の所有株式数には、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3,600千株を含
んでおります。

３ 2007年5月9日付にて、証券取引法（現 金融商品取引法）の「株券等の大量保有の状況に関する開示」に基づき、ブランデス・インベストメント・
パートナーズ・エル・ピーから、変更報告書が提出されております。同報告書により2007年4月30日現在の保有株券は9,081,301株である旨の報告
を受けておりますが、当社としては当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。

４ 2007年8月22日付にて、証券取引法（現 金融商品取引法）の「株券等の大量保有の状況に関する開示」に基づき、共同保有者のテンプルト
ン・インベストメント・カウンセル・エルエルシー、フランクリン・テンプルトン・インベストメント・マネジメント・リミテッド及びフランクリン・テンプルトン・イン
ベストメンツ・コープから、変更報告書が提出されております。同報告書により2007年8月15日現在の保有株券は各々3,364,300株、2,799,730株、
2,829,415株であり、合計8,993,445株である旨の報告を受けておりますが、当社としては当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。

５ 2008年3月5日付にて、金融商品取引法の「株券等の大量保有の状況に関する開示」に基づき、トレードウィンズ・グローバル・インベスターズ・エ
ルエルシーから、変更報告書が提出されております。同報告書により2008年2月29日現在の保有株券等は7,527,315株である旨の報告を受けて
おりますが、当社としては当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。

６ ｢所有株式数｣は、千株未満を切り捨てて記載しております。
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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（9）第00615号

営業店舗数 1,367店舗

従業員数 3,339名

代表取締役社長
代 表 取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
取 締 役
常 勤 監 査 役

＊ 常 勤 監 査 役
＊ 常 勤 監 査 役

神 内 博 喜
久 保 健
加曽利 勉
久保出 俊博
岡 本 誠
鈴 木 哲
立 石 義 之
渡 辺 光 哲
吉 田 幸 男
森　　博 彰
神 作 守 男

役員 （2008.6.24現在）

執行役員 （2008.6.24現在）

（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、様々な情報発信を行っ
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/

会社概要 2008.3.31現在

最 高 執 行 役 員
副社長執行役員
専 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
常 務 執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員
執 行 役 員

神 内 博 喜
久 保 健
加曽利 勉
久保出 俊博
岡 本 誠
鈴 木　　哲
立 石 義 之
藤 原 政 行
篠 原 敏 男
砺 波 直 久
江 澤 博 通
工 藤 雅 弘
東　　章 一
三 井 弘 一
佐 藤 陽 一
田地野 隆雄
市 川 昌 由
林 　 成 治



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


