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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48期

上半期（2008年4月1日から2008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。

当上半期における消費者金融業界につきましては、

利息返還請求が依然高止まり状態にあることに加え、業

界の再編・淘汰が更に進む一方、2010年を目処に予定

されている貸金業法の完全施行を見据えた対応を各社

が迫られるなど、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、今後の環境変

化に向けてビジネスモデルを再構築し、収益基盤の拡大

を図ることで、この難局を乗り切り、株主の皆様のご期

待にお応えできるよう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12月

代表取締役社長

神内 博喜

営業収益（億円）

第48期�
（08.9）�

第47期�
（08.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

連結・通期� 個別・通期�
連結・第2四半期� 個別・第2四半期�

1,387

2,752

1,701

3,912

1,904 1,905

1,5531,542

3,812

3,079

3,689

2,999

1,255

2,017

経常利益（億円）

第47期�
（08.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

528

153 125

431

643

493

700 677

連結・通期� 個別・通期�
連結・第2四半期� 個別・第2四半期�

第48期�
（08.9）�

△2,015 △1,968

182
112

165

275

四半期（当期）純利益（億円）

第47期�
（08.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

313
285

420 409

△1,594 △1,437 46
62

118

159

56

124

連結・通期� 個別・通期�
連結・第2四半期� 個別・第2四半期�

第48期�
（08.9）�

△3,782 △3,749

純資産（注）（億円）

第47期�
（08.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

7,763

3,8613,603

7,546

連結� 個別�

第48期�
（08.9）�

3,520
4,188

3,556
4,288

第48期 第2四半期決算ハイライト ●連結・個別

ごあいさつ

※当期から金融商品取引法に基づく四半期報告制度が導入されたことにより、
便宜上、前期までの｢中間｣の表記を｢第2四半期｣に変更しています。

（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
います。
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● 上半期の業績概況について

当上半期（2008年4月1日から2008年9月30日まで）の

我が国経済は、企業収益が低下し、設備投資は伸び悩

み、雇用情勢は厳しさを増しております。また、米国の金

融不安を発端とした世界経済の減速による輸出の減少

や、原油高に伴う原材料価格の高騰により、景況感は悪

化しております。先行きについては不確実性が大きく、

株式・為替相場の動向などから、景気がこれまで以上に

下振れするリスクも抱えております。

また、消費者金融業界については、依然として厳しい

状況が続いております。貸金業法改正によってマーケッ

トの縮小は進み、利息返還請求の増加によって貸金業

者の収益は悪化しております。

このような状況のもと、当社グループでは「消費者金融

事業の再構築」と「収益基盤の多角化」を戦略の柱とし

て、収益力の確保と新たな成長基盤の確立に取り組ん

でおります。

当上半期の当社グループの経営成績といたしまして

は、三洋信販株式会社の新規連結影響分や信用保証

事業等の周辺事業収益の増加が、当社単体の営業貸

付金利息の減少を補ったことや、各種コスト削減の効果

が見られたことから、営業収益は、201,761百万円、経常

利益は27,515百万円、四半期純利益は12,432百万円と

なりました。

● 通期の業績見通しについて

今後の事業環境は、引き続き厳しい状況が続くものと

思われます。高水準で推移する利息返還請求や、貸金

業法の改正による影響等により、業界の再編・淘汰が一

段と加速するものと思われますが、当社グループでは、

「消費者金融事業の再構築」と「収益基盤の多角化」を

戦略の柱として、引き続き、収益力の確保と新たな成長

基盤の確立に取り組んでまいります。

通期の業績見通しといたしましては、営業収益

388,100百万円、経常利益45,600百万円、当期純利益

16,200百万円を見込んでおります。

事業活動のご報告

金融事業収益の推移（億円）�

第47期�
（08.3）�

第48期�
（08.9）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

1,847

3,721 3,602
3,839

連結・通期� 連結・第2四半期�

1,844 1,668
1,976
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● 四半期連結貸借対照表 （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。

前期末
08年3月31日現在

当第2四半期末
08年9月30日現在

区分

（資産の部）

流動資産 1,720,842 1,823,888

現金及び預金 118,284 122,994

受取手形及び売掛金 525 612

営業貸付金 1,653,859 1,747,736

割賦売掛金 76,623 65,767

有価証券 900 11,000

買取債権 26,615 27,298

短期貸付金 55,159 87,298

繰延税金資産 39,360 46,058

求償債権 23,479 22,333

その他 32,117 36,365

貸倒引当金 △306,082 △343,576

固定資産 188,975 195,166

有形固定資産 69,647 71,648

無形固定資産 72,493 77,922

のれん 57,388 60,576

その他 15,105 17,345

投資その他の資産 46,834 45,596

投資有価証券 28,863 28,389

その他 18,343 17,589

貸倒引当金 △372 △382

資産合計 1,909,817 2,019,055

流動資産
流動資産は、前期末に比べて5.6％減少し、

1,720,842百万円となりました。これは、営業貸付

金が93,876百万円減少したことなどによります。

固定資産
固定資産は、前期末に比べて3.2％減少し、

188,975百万円となりました。これは、のれんが

3,188百万円減少したほか、当社と三洋信販株式

会社とのシステム統合等によりソフトウエアが

2,137百万円減少したことなどによります。

資産合計
資産合計は、前期末に比べて5.4％減少し、

1,909,817百万円になりました。

四半期連結財務諸表
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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。

前期末
08年3月31日現在

当第2四半期末
08年9月30日現在

区分

（負債の部）
流動負債 528,655 642,979
短期借入金 132,589 237,492
１年内償還予定の社債 20,200 38,200
コマーシャル・ペーパー 29,000 25,000
1年内返済予定の長期借入金 201,104 189,195
未払法人税等 3,507 6,196
賞与引当金 4,064 4,047
債務保証損失引当金 16,485 14,902
利息返還損失引当金 85,140 87,693
事業再構築引当金 1,502 6,076
その他の引当金 766 814
その他 34,295 33,358

固定負債 952,291 957,191
社債 316,628 336,720
転換社債型新株予約権付社債 42,000 ー
長期借入金 404,768 418,435
債権流動化債務 11,000 ー
退職給付引当金 3,457 4,005
利息返還損失引当金 172,131 196,194
その他の引当金 339 339
その他 1,965 1,496

負債合計 1,480,946 1,600,170
（純資産の部）

株主資本 388,963 379,054
資本金 80,737 80,737
資本剰余金 138,413 138,413
利益剰余金 227,237 217,327
自己株式 △57,425 △57,424

評価・換算差額等 △1,226 262
その他有価証券評価差額金 248 96
繰延ヘッジ損益 ー △7
為替換算調整勘定 △1,475 172

少数株主持分 41,134 39,568
純資産合計 428,871 418,885
負債純資産合計 1,909,817 2,019,055

流動負債
流動負債は、前期末に比べて17.8％減少し、

528,655百万円となりました。これは、短期借入金

が104,903百万円減少したことなどによります。

負債合計
負債合計は、前期末に比べて7.5％減少し、

1,480,946百万円となりました。

純資産合計
純資産合計は、前期末に比べて2.4％増加

し、428,871百万円となりました。これは

利益剰余金が9,910百万円増加したことな

どによります。

固定負債
固定負債は、前期末に比べて0.5％減少し、

952,291百万円となりました。これは、転換社債型

新株予約権付社債が42,000百万円、債権流動

化債務が11,000百万円それぞれ増加し、一方、

社債が20,091百万円、長期借入金が13,666百

万円、利息返還損失引当金が24,062百万円そ

れぞれ減少したことなどによります。
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● 四半期連結損益計算書 （単位：百万円）

区分
前中間期（ご参考）
07年4月１日から
07年9月30日まで

当第2四半期累計
08年4月１日から
08年9月30日まで

営業収益 201,761 170,131
営業費用 174,526 152,938
営業利益 27,235 17,193
営業外収益 1,614 1,157
営業外費用 1,334 107

経常利益 27,515 18,243
特別利益 770 57
特別損失 4,139 5,318

税金等調整前四半期純利益 24,145 12,983
法人税、住民税及び事業税 3,270 1,646
法人税等調整額 6,757 △1,436
少数株主利益 1,684 906

四半期純利益 12,432 11,867

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しています。

● 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 （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。

営業活動によるキャッシュ・フロー 59,327 61,041

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,784 △116,849

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,754 62,523

現金及び現金同等物に係る換算差額 △71 81

現金及び現金同等物の増減額 △40,713 6,796

現金及び現金同等物の期首残高 205,052 139,853

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ー 63,761

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 ー △1,448

現金及び現金同等物の四半期末残高 164,338 208,963

区分
前中間期（ご参考）
07年4月１日から
07年9月30日まで

当第2四半期累計
08年4月１日から
08年9月30日まで

四半期連結財務諸表

● 四半期貸借対照表 （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 1,192,293 1,255,049
固定資産 149,389 140,772
有形固定資産 58,160 58,944
無形固定資産 7,419 7,113
投資その他の資産 83,809 74,715

資産合計 1,341,683 1,395,821
（負債の部）

流動負債 246,022 331,004
固定負債 740,009 712,781
負債合計 986,032 1,043,785

（純資産の部）
株主資本 354,930 351,813
資本金 80,737 80,737
資本剰余金 127,336 127,336
利益剰余金 204,281 201,164
自己株式 △57,425 △57,424

評価・換算差額等 720 222
純資産合計 355,650 352,036
負債純資産合計 1,341,683 1,395,821

前期末
08年3月31日現在

当第2四半期末
08年9月30日現在

区分

四半期個別財務諸表（ご参考）

● 四半期損益計算書 （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。

※四半期個別財務諸表は法定開示におけるレビュー対象ではありません。

当期より金融商品取引法に基づく四半期報告制度が導入されています。数値の対比がしやすいように
前中間期を当第2四半期累計と併記していますが、適用される会計基準が異なっていますので参考情報としてご覧ください。

営業収益 125,587 138,765

営業費用 108,326 128,140

営業利益 17,260 10,624

営業外収益 1,056 701

営業外費用 1,770 90

経常利益 16,546 11,236

特別利益 17 55

特別損失 3,724 7,381

税金等調整前四半期純利益 12,839 3,910

法人税、住民税及び事業税 107 707

法人税等調整額 7,078 △1,446

四半期純利益 5,654 4,649

区分
前中間期
07年4月１日から
07年9月30日まで

当第2四半期累計
08年4月１日から
08年9月30日まで
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● 連結・個別

● 個別

第47期�
（08.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

連結� 個別�

第48期�
（08.9）�

15,809

12,953

14,918

17,576

16,545

10,879
11,938 11,437

第47期�
（08.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

連結� 個別�

第48期�
（08.9）�

2,950

2,309

2,775

3,342
3,164

2,0192,124 2,115

第47期�
（08.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

連結・無人店舗� 個別・無人店舗�
連結・有人店舗� 個別・有人店舗�

第48期�
（08.9）�

1,586

472 415

1,114 1,474
1,059

1,578

471 363413

1,107
1,470
1,057

306

1,367
1,061

1,761
2,124

361 306

1,557
1,2511,251

1,612

第47期�
（08.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

男性� 女性�

3,582 3,544 3,339

1,824 1,789 1,862

1,758 1,755 1,477
3,294

1,883

1,411

第48期�
（08.9）�

営業貸付金残高（注） （億円） 営業店舗数 （店）顧客数 （千人）

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

第47期�
（08.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

自社� 提携�

第48期�
（08.9）�

1,694 1,682

108,762

110,456
110,690
112,372 116,620

115,051

116,936
115,180

1,569 1,756

自動契約機� ローン申込機�

1,466

1,013
2,479

1,463

983
2,446

1,371

365
1,736

1,585
217
1,802

第47期�
（08.3）�

第45期�
（06.3）�

第46期�
（07.3）�

第48期�
（08.9）�

事業活動データ

（注）第47期連結には債権流動化により
オフバランスとなった金額99億円を含んでいます。
第48期連結には債権流動化により
オフバランスとなった金額6億円を含んでいます。
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6月27日から
29日の3日間、
兵庫県加東市の
マダムＪゴルフ
倶楽部で｢第7回
プロミスレディ
スゴルフトーナ
メント｣が開催
されました。
当社が ｢新人

選手の登竜門｣ と位置付けるこの大会は、例年、新人
選手や若手選手が活躍し、過去6回の大会で優勝カップ
を手にした選手のうち3人がこの大会が初優勝でした。
また、過去6回のうち3回がプレーオフまで行くという

厳しい優勝争いが
繰り広げられる大
会でもあります。
大会最終日は、

プロ3年目の有村智
恵選手（当時20歳）
が、2位に3打差の
首位でスタート。一
旦は同じ組の不動
裕理選手に9番ホー
ルで追いつかれま
したが、次の10番
ホールで3メートル
のバーディーパッ

トを決め、ボギーとした不動選手を再び突き放して、
終わってみれば2位に5打差の通算ー14で、見事初優勝
を遂げました。
有村選手は、元賞金女王の不動選手や昨年の賞金女

王の上田桃子選手と同じ熊本県出身であり、宮里藍選
手とは東北高校の2年後輩にあたります。今回、同じ組
の不動選手に競り勝ち、初優勝を遂げたことで、今後
の更なる飛躍が期待されます。
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。今大会は、初日以外は断続的な雨
模様にもかかわらず、3日間で7,000名を超えるギャラ
リーの方々にご入場いただき、大会期間中は、試合観
戦はもとより、女子プロとのチャリティフォトサービ

2008ＬＰＧＡツアー プロミスレディスゴルフトーナメント開催

T OPICS
トピックス

ギャラリーサービスの光景
（前回、前々回優勝の藤田幸希選手）

不動裕理選手 有村智恵選手

有
村
智
恵
選
手
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カーコンビニ倶楽部株式会社（以下、カーコンビニ
倶楽部）は、神田うのさんと美川憲一さんのCMを目に
してご存じの方も多いと思いますが、軽板金補修を中
心とするカーメンテナンスの全国フランチャイズ（FC）事
業を展開する会社で、2007年2月にプロミスグループ
の一員となりました。2008年9月末現在、直営店17店
舗、FC加盟店893店舗で営業しております。
当社は、収益基盤の多角化を目指して、消費者の

資金決済ニーズが潜在している事業分野にプロミス
グループ自らが進出して事業を運営し、そこで提供す
るサービスや商品の販売等の際に発生する多種多
様な資金決済ニーズを獲得していくというビジネスモ
デルに取り組んでおります。
当社では新事業領域への進出の一つとして自動

車関連サービス事業へ参入しており、このカーコンビ
ニ倶楽部ではローンの取次ぎのほか、同じプロミスグ
ループの株式会社カーイチが運営する中古車のイン
ターネットオークション事業での出品車の査定や落札
車の納車サービス代行を行うなど、新事業の重要な

一翼を担っております。
カーコンビニ倶楽部
は、お客様に気軽に立
ち寄っていただけるお
店を目指し、顧客満足
の最大化にチャレンジ
しておりますので、どう
ぞご期待下さい。

スやダンロップ試打会などのギャラリーサービ
ス等を通して様々な交流を図ることができまし
た。今後も皆様に応援していただけるイベント
となるよう取り組んでいきます。

関係会社のカーコンビニ倶楽部をご紹介

優勝した有村選手と神内社長

優勝カップを手にする有村選手 家族に祝福される有村選手
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株式分布状況

所有者別状況

所有株数別状況

1 当社は自己株式8,049千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 当第2四半期累計会計期間において、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、2008年

6月19日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されており、2008年6月13日現在で7,722,631株の

株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期会計期間末の実質所有株式

数の確認ができておりませんので、上記の大株主には含めておりません。

4 当第2四半期累計会計期間において、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、

2008年7月9日付で大量保有報告書の変更報告書の提出があり、その後、2008年8月20日付で大量保

有報告書が提出され、2008年9月18日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されており、2008年9

月15日現在で9,325,619株の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第2四半期

会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記の大株主には含めておりません。

5 当第2四半期累計会計期間において、ゴールドマン・サックス証券株式会社、Goldman Sachs

International及びGoldman Sachs & Co.から、2008年7月22日付で大量保有報告書の提出があり、

また、2008年8月6日付で大量保有報告書の変更報告書が提出されており、2008年7月31日現在で、

各々74,350株、4,328,825株及び39,469株、合計4,442,644株の株式を所有している旨の報告を受け

ておりますが、当社として当第２四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりませんので、

上記の大株主には含めておりません。

6 当第2四半期累計会計期間において、フィデリティ投信株式会社及びエフエムアール エルエルシーか

ら、2008年8月7日付で大量保有報告書の提出があり、また、2008年10月7日付で大量保有報告書の

変更報告書が提出されており、2008年9月30日現在で、各々1,669,400株、7,086,550株、合計

8,755,950株の株式を所有している旨の報告を受けておりますが、当社として当第２四半期会計期間末

の実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記の大株主には含めておりません。

7 ｢所有株式数｣は、千株未満を切り捨てて記載しております。

（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 9,570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）

6,679

ナッツ・クムコ
（常任代理人株式会社三井住友銀行）

5,695

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）

4,861

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 4,293
（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

住友信託銀行株式会社 4,000

ノーザントラストカンパニーエイブイエフシー
リフィデリティファンズ 3,279
（常任代理人 香港上海銀行東京支店）

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口4G）

2,780

株主名 所有株式数（千株）

大株主

個人その他�
22,989千株（17.05％）�

外国法人等�
55,467千株（41.11％）�
�

その他の法人 �
2,813千株（2.09％）�

�

自己株式�
8,049千株（5.97％）� 金融機関 �

44,604千株（33.08％）�

証券会社 �
941千株（0.70％）�

2千5百株以上 �
404千株（0.30％）�

5千株以上 �
2,053千株（1.52％）�

2万5千株以上 �
1,590千株（1.18％）�

�

5百株以上�
867千株（0.64％）�

5百株未満�
881千株（0.64％）�

5万株以上�
129,069千株（95.72％）�

株式の状況 2008.9.30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（9）第00615号

営業店舗数 1,557店舗

従業員数 3,294名

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/

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

執行役員 （2008.10.1現在）

（注）＊印は、社外監査役であります。

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

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

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

会社概要 2008.9.30現在



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

東京都中央区八重洲二丁目３番１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

平成21年1月5日に株券電子化となります。その後のご住所変

更等のお届出およびご照会は、株主様の口座のある証券会社宛

にお願いいたします。

株券電子化前に｢ほふり｣（株式会社証券保管振替機構）を利用

されていない株主様には、株主名簿管理人である下記の住友信

託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設いたします。

特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、下記

の電話照会先にお願いいたします。

〈買取請求〉

特別口座の株主様につきましては、株券電子化の施行日（平成21

年1月5日）から平成21年1月25日まで、受付を停止いたします。ま

た、平成20年12月25日から30日までに請求をいただいた場合は、

代金のお支払は平成21年１月26日以降となります。

〈買増請求〉

平成20年12月12日から平成21年1月4日まで、受付を停止いたし

ます。また、特別口座の株主様につきましては、株券電子化の施

行日（平成21年1月5日）から平成21年1月25日まで、受付を停止

いたします。

表紙写真：北海道洞爺湖

株券電子化後の株式に関するお届出先およびご照会先について

株券電子化前後の単元未満株式の買取・買増請求のお取扱いについて

※単元未満株式について「ほふり」を利用されている株主様につきましては、上記取扱と異なりますので、お取引の証券会社へお問い合わせください。


