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1  創業15周年企画：15年の歩みとこれから
2  新規事業：カープレミア事業について
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15年目の決意、素晴らしい未来を皆様と共に歩み続けます
　株主の皆様には平素より格別のご高配賜り厚く御礼申
し上げます。
　当社グループは日頃の皆様のご支援もあり、今年11月
に創業15周年を迎えました。15周年を迎えるにあたり、
私自身、創業時のことやこれまでの人生を振り返る機会
が多くありました。
　沿革ではたった数行ですが、紆余曲折しながら当社グ
ループを創業しました。それまでは、私は所謂サラリーマ
ンでしたが、経営者としての色々なノウハウや覚悟が身
に付き、経営者に転換できたと感じています。

　現在は、金利の上昇や為替の問題、株価への影響など、
創業時とは異なる様々な外部環境に直面しています。外
部環境は変わりますが、私たちがするべきことはとても
シンプルで、よく考えて正しい判断をして、行動すること。
私自身、いつもこれを心がけるようにしていますし、社員
にも心がけてもらっています。

　今後は、カービジネスにおける金融サービス事業はこ
れから益々注目を浴びると確信しています。そのような

流れの中、当社グループはこれまでのベースだった金融
サービス事業からカービジネスにおける流通サービス事
業へ進出していきます。その一つとして、7月にお客様と
当社のカープレミアクラブ会員（自動車販売店と整備工
場の有料会員組織）を繋ぐ「クルマのことならカープレミ
ア」サイトを開設しました。今後の当社のビジネスの核と
なっていくカープレミアクラブについても是非ご注目い
ただけますと幸いです。

　また、今期は中期経営計画「VALUE  UP 2023」の最終
年度となります。計画に対して、非常に順調に進めること
ができていると感じています。株主の皆様のご期待に沿
えるように下期も取り組んでまいります。

　15年間、当社が右肩上がりに成長を続けてこられたの
も、当社ビジネスが国内では本当に珍しい業態であるこ
とや当社の強み、当社が大きなチャンスを持っているか
らだと考えています。
　そのチャンスを大きく開花させることができるかどう
かは、私を始めとした経営陣だけではなく戦略・戦術を進
めている当社グループの社員全員だと考えています。こ
の大きなチャンスを活かし、これからの素晴らしい未来
をまた一歩、皆様と共に歩んでいきたいと思います。

　株主の皆様におかれましては、引き続きご支援賜りま
すよう、宜しくお願いいたします。

代表取締役社長
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株主の皆様へ



2,911

856

2020/3
2Q累計

2021/3
2Q累計

2023/3
2Q累計

2022/3
2Q累計

66.6
83.9

101.2
118.9億円

2020/3
2Q累計

2021/3
2Q累計

2022/3
2Q累計

2023/3
2Q累計

920 778

1,145億円

2,924
3,380

1,004

3,931

4,597億円

2020/3
2Q累計

2021/3
2Q累計

2022/3
2Q累計

22.4 22.3
25.1

2020/3
2Q累計

2021/3
2Q累計

2022/3
2Q累計

93.1

145.2
186.2

2020/3
2Q累計

2021/3
2Q累計

2022/3
2Q累計

2023/3
2Q累計

2022/3
2Q累計

18.5

13.1 13.6

2023/3
2Q累計

28.5億円

2023/3
2Q累計

237.5億円

2023/3
2Q累計

26.4億円

0

50

100

150

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

10

20

30

0

100

200

300

0

10

20

30

0

1,000

2,000

3,000

営業収益 クレジット取扱高／クレジット債権残高
■ クレジット取扱高　■ クレジット債権残高

故障保証取扱高

営業利益 親会社の所有者に帰属する四半期利益

（億円） （億円） （億円）

（億円） （億円）

カープレミアクラブ会員社数
（社/店舗）

タイの持分法適用関連会社であるECL*の減損戻入益の影響で、通期業績予想を「上方修正」

上方修正の詳細につきましては、2023年３月期第２四半期決算説明資料をご確認ください。

業績や取扱高は順調に推移

営業収益 税引前利益 親会社の所有者に
帰属する当期利益 年間配当金

24,500百万円
【2023年3月期】（予想）

20,888百万円
【2022年3月期】

5,300百万円
【2023年3月期】（予想）

4,017百万円
【2022年3月期】

4,000百万円
【2023年3月期】（予想）

2,941百万円
【2022年3月期】

20円
【2023年3月期】（予想）

17.0円
【2022年3月期】

（前年同期比117.3％） （前年同期比132.0％） （前年同期比136.0％） （前年同期比117.6％）

年間配当金は2022年９月１日付で普通株
式１株につき３株の割合で株式分割を行っ
た影響を考慮した記載としております。

*タイの関連会社であるEastern Commercial Leasing p.l.c.の略称です。
*前年の営業収益は表示方法の変更により、一部組替をしております。

2

業績ハイライト



新たに「カープレミア事業」を開始し、セグメント変更を実施
更なる事業間シナジー発揮を目指す

＜2022年4月より開始＞

下線箇所がセグメント変更となったものです。

故障保証 オートモビリティ
サービス

ファイナンス

カープレミア
クラブ

（モビリティ事業者
会員組織）

ファイナンスと故障保証
を組み合わせたサービス提供

ファイナンスとオートモビリティサービス
を組み合わせたサービス提供

故障修理ビッグデータ、モビリティノウハウを
組み合わせた新規ビジネスの創出

故障保証修理の委託、
修理部品の安価供給で修理費用（原価）を抑制

クロスセル クロスセル

原価抑制

新規事業創出

ファイナンス事業 故障保証事業 オートモビリティ
サービス事業 カープレミア事業

・オートクレジット

・エコロジークレジット

・ショッピング 
クレジット

・サービサー

・故障保証

・故障保証の海外展開

・パーツ販売

・業務用ソフトウェア 
販売

・自動車卸販売

・オートリース

・会員組織の開拓/推進

・自社整備工場の運営

【各事業間のシナジー図】
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事業紹介



2007年
当社グループ創業

2017年
東京証券取引所市場
第二部上場

2018年
東京証券取引所市場
第一部に市場変更

2019年
子会社化により、
故障保証事業を増強

2020年
オートモビリティサー
ビス事業を運営するプ
レミアモビリティサー
ビス㈱を設立し、事業
の多角化を図る

2022年
東京証券取引所プライ
ム市場に移行
カープレミア事業を開
始し、プラットフォー
ム構想の実現を目指す

クレジット債権残高4,000億円突破、
故障保証累計契約台数100万台突破

2021年

クレジット債権残高1,000億円突破
2014年

クレジット債権残高2,000億円突破
2018年

クレジット債権残高3,000億円突破
2019年

ファイナンス事業の拡大
故障保証事業の拡大

オートモビリティサービス事業の基盤構築と拡大
カープレミア事業の立ち上げ

「債権残高の増加スピードを加速」

ファイナンス事業・故障保証事業の基盤を強化しながら
事業の多角化を図り、オートモビリティ企業へと歩み続けます

【将来目指していく姿】

自動車流通業界における
プラットフォーマー
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【特集１】創業15周年企画：15年の歩みとこれから



プラットフォームを構築することで実現したいこと

プラットフォーム

お客様には、「クルマを選び、乗る楽しみ」「安心・安全」を提供し、モビリティ事業者
の事業運営サポートを行います。
上記を実現しながら、当社のファイナンス取扱高、故障保証取扱高の増加及びオー
トモビリティサービスの利用を促進してまいります。

カープレミア
クラブ

自動車販売店
自動車整備工場

の会員組織
個人のお客様

URL ：  https://car-premium.net/
2022年7月開設「クルマのことならカープレミア」

お客様のカーライフに必要となるコンテンツを詰め込んだサイトを立ち上げ、
様々なサービスを当社の会員組織カープレミアクラブからエンドユーザーに提
供してまいります。

サイト以外でも…
カープレミアクラブの実店舗を用いた「カープレミア」の
認知度拡大を平行して行ってまいります。

プラットフォーム構築のため、
「クルマのことならカープレミア」サイトを開設！
今後は、インターネット及びリアルで「カープレミア」を拡大予定
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【特集２】新規事業：カープレミア事業について



 カープレミア 
株式会社設立

 エンドユーザー向けクルマ情報サイト 
「クルマのことならカープレミア」 
オープン

 株式分割を実施
 神戸投資説明会（個人投資
家様向け説明会）に参加

 カープレミアディーラー 
加入者数 2,000社を 
前倒しで達成

 「DX認定事業者」の 
認定を取得

 「DX注目企業2022」に
選定
 東京説明会（個人投資家
様向け説明会）に参加

URL：  https://car-premium.net/

Go！
「クルマのことならカープレミア」は

こちら
URL：  https://ir.premium-group.co.jp/ja/library/annual_

report.html

Go！
アニュアルレポートはこちら

7月6月4月 5月 8月 10月

株主様へのアンケートのお願い

株主の皆様とのコミュニケーションを図り、今後のIR活動に活用したく、今年も「2022年 株主様アンケート」を実施いたします。
（所要時間：約5分）
本アンケートにご回答いただいた株主様には当社オリジナルプレゼントを送付いたします。
※プレゼントの送付には、お名前／ご住所／株主番号の入力が必要となります。
お手数をおかけしますが、郵送いたしました冊子に記載のQRコードまたはURLにアクセスいただき、同じく冊子に記載のIDとパスワード
をご入力いただいたうえ、ご回答ください。
皆様のご意見やご要望をお待ちしております。
※「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

URL：https://ir.premium-group.co.jp/ja/news.html

「2022年 株主様アンケート」の実施とご協力のお願い

Go！
上半期ニュース／個人投資家
向け説明会の詳細はこちら

URL：  https://ir.premium-group.co.jp/ja/library/documents.html

Go！
発表会の詳細はこちら

＜2022年７月19日開催＞
クルマのことなら、カープレミア

（新規事業）発表会
社長の柴田から、新規事業であるモビリティ事業者の会員組
織を構築するカープレミアについての発表会を行いました。
以下から当日の様子をご覧いただけます。

～参加予定の個人投資家説明会～
2022/12/3　湘南投資勉強会
2023/2/18　Kabu Berry
→  日程が近づいてまいりましたら詳細を当社IRサイ

トにてご案内いたしますので、以下よりご確認くだ
さい！

 「Annual Report 2022」
を発行

9月
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2023年3月期　上半期カレンダー

https://ir.premium-group.co.jp/ja/library/annual_report.html


会社情報

会社名 プレミアグループ株式会社
英文社名 Premium Group Co., Ltd.
本社所在地 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-10-4 オークラプレステージタワー19階
創業 2007年7月
資本金 1,668百万円
従業員数 664名（連結）

会社概要（2022年9月30日現在）

証券コード 7199
上場証券取引所 東京証券取引所　プライム市場
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 毎年6月
期末配当基準日 毎年3月31日
中間配当基準日 毎年9月30日
1単元の株式数 100株
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
同事務取扱場所 三井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1号　電話番号：0120-782-031（フリーダイヤル）
公告方式 電子公告（公告掲載URL：https://ir.premium-group.co.jp/ja/public_notice.html）ただし、事故その他やむを得ない事由によって

電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。
※ 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券

会社等にお問い合わせください。
　株主名簿管理人（三井住友信託銀行株式会社）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
※未受領の配当金につきましては、三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

株主メモ

所有者別株式分布状況
個人・その他 10,820,424株 26.9%
金融機関 14,900,200株 37.1%
金融商品取引業者 499,695株 1.2%
その他の法人 2,047,339株 5.1%
外国法人等 11,917,312株 29.7%

発行可能株式総数　 144,000,000株
発行済株式の総数　 40,184,970株
株主数 4,458名

株式情報（2022年9月30日現在）

大株主（上位10名）
株主名 持株数（株） 持株比率（%）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,529,900 16.85
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 6,046,200 15.60
SSBTC CLIENT OMNIB US ACCOUNT 1,853,100 4.78
株式会社リクルート 1,800,000 4.65
GOVERNMENT OF NORWAY 1,346,200 3.47
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 1,278,600 3.30
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 861,510 2.22
株式会社あおぞら銀行 775,800 2.00
損害保険ジャパン株式会社 775,800 2.00
柴田　洋一 717,168 1.85

代表取締役社長 柴田 洋一　
取締役 金澤 友洋
取締役 大貫 徹

社外取締役　中川 二博　
 堀越 友香

大嶋 裕美
常勤監査役 亀津 敏宏
社外監査役 樋口 節夫
　 森脇 敏和

【執行役員体制】 
代表執行役員　 柴田 洋一　
常務執行役員 金澤 友洋

大貫 徹
上席執行役員 山村 広臣

中村 文哉

執行役員 北田 剛
　 近藤 久美
　 池田 泰平
　  

役員（2022年9月30日現在）

※ 自己株式（1,437,844株）は上記大株主から除外
しております。

※持株比率は自己株式を控除して計算しております。
※持株比率は小数点第３位を四捨五入しております。

※  自己名義株式の単元株式数は、「個人・その他」の所
有者区分に含んでいます。

Go！
プレミアグループの

IRサイト
URL：https://ir.premium-group.co.jp/ja/index.html

Go！
IRのお問い合わせは

こちら
URL：https://ir.premium-group.co.jp/ja/privacy.html

Go！
適時開示のメール配信

サービスはこちら
URL：https://ir.premium-group.co.jp/ja/individual.html
※当ページの下部リンクよりご登録いただけます。


