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「東証一部上場」がゴールではない。
さらなる高みを目指して成長を加速します。
　当社グループにおける2019年３月期の業績は、営業
収益、税引前利益、当期利益ともに過去最高を更新いたし
ました。また主要事業であるクレジット事業、ワランティ
(※1)事 業 に お い て も、取 扱 高 に お い て 前 年 同 期 比 約
120%の成長を遂げることができました。これもひとえ
に株主様をはじめとするステークホルダーの皆様のご支
援の賜物であり、心より感謝申し上げます。
　2019年3月期は、当社グループが大きく前進した１年
となりました。加盟店（自動車販売店）との取引接点拡大
のため複数サービスを提供する「MULTI ACTIVE」戦略
の一環として、「パーク２４株式会社」、「UcarPAC株式会
社」とともにキャッシュレス決済端末導入の促進やイン
ターネットを介した新しい買取り・査定サービスの導入
を行いました。また、「カーライフのトータルサポート」の
充実に向けて、自動車関連事業のソフトウェアを開発・販
売する「株式会社ソフトプランナー」、中古車をメインと
した自動車保証を提供する「株式会社ロペライオソ
リューションズ」(※2)をグループの一員に迎えました。
　そして2018年12月25日、当社は東京証券取引所市場
第一部に上場いたしました。関係各位のご支援に改めて
感謝申し上げます。
　しかし、東証一部上場は私たちにとってゴールではな
く、社会から真に必要とされる企業としてスタートライ

ンに立てたと考えています。
　創業以来、私たちは世界中の人々に最高のサービスを
提供し、豊かな社会の構築に貢献するというミッション
を掲げ、その達成に向けて尽力してまいりました。これか
らも企業価値の向上を目指して、事業成長・収益拡大に全
力で取り組んでまいります。引き続き皆様の温かいご指
導、ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

※1 自動車が自然に故障した際に保証の適用範囲内で無償修理するサー
ビスを指します。

※2 株式取得日は2019年４月１日であります。

代表取締役社長

ごあいさつ



私たちは「カーライフのトータルサポート」を
推進する企業グループです。
　当社グループの取引先である自動車販売店や整備工場
が、より便利で円滑に、売上の向上を実現できるようなし
くみを提供したい。そのような思いから「カーライフの
トータルサポート」というコンセプトを掲げ、事業運営を
行っています。2007年の創業より、オートクレジットと
ワランティ（自動車保証）の提供に注力してきましたが、現
在では、整備・鈑金サービスや、個人向けオートリース、自

動車の仕入れ・買取りのサポートなど多角化したメニュー
を提供しています。
　また国内だけにとどまらず、現在タイ王国、インドネシ
ア共和国にオートクレジットやワランティ（自動車保証）
の提供を行っており、今後もASEAN地域を中心として積
極的に海外展開を推進し、国内外で「カーライフのトータ
ルサポート」の拡充を目指します。
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2019年3月期は主要事業（クレジット、ワランティ）の取扱高が順調に推移し、営業収益は107.0億円と増収となりました。

2019年3月期は、IFRS第9号の適用で2.5億円の利益減少がありましたが、当期利益は13.4億円と増益となりました。

2019年３月期の当期利益は13.4億円となりましたが、IFRS第９号の新規適用による（税引後）影響額2.5億円を加え、デリバティブ評価益1.0億円を控除した結果、本業
に係る利益は11.8%の伸びと、順調に推移をしております。

業績ハイライト



01
Q 経営において

大切にしていることは？ 03
Q 第３の柱「整備事業」。

どんなシナジーがある？

02
Q 新株による資金調達を中止。

成長は止まる？ 04
Q カーシェアの波により

プレミアは打撃を受ける？

事業の発想が「既成概念にとらわれていないか」、組
織が「大企業病になっていないか」、行動指針として

「正しいことを行っているか」という観点を大切にし
ています。一般的に、会社の規模が大きくなり、社員
や部署が増えると、軋轢が生じやすくなると考えて
います。特に成長過程にある当社グループは、そのよ
うな状況に陥りやすいフェーズにあるため、自らが
率先して行動し、団結力高く、強く柔軟な組織であり
続けるようにしています。また同様に、会社の規模が
拡大すると監督が行き届きにくくなるため、コンプ
ライアンスの強化にも十分留意しています。

「整備事業」とは、自動車の検査や性能面における故障
修理を行う「整備」サービスと、自動車の傷や凹み等の
修繕を行う「鈑金」サービスなどを提供する事業です。
当社グループにおいては、ワランティ（自動車保証）に
加入している車が故障した際に入庫するのが、この整
備工場です。入庫先がグループ会社であれば、スムー
ズな修理対応や修理履歴の蓄積が可能となります。ま
た、加盟店がお客様に（中古）自動車を販売する前に、
販売車両を点検・整備するのも整備工場。このように
様々な場面で必要不可欠な整備サービスを提供する
ことで、加盟店様の利便性向上に貢献するとともに、
当社グループとのシナジーを生んでいます。

グループ事業の多角化や新しい収益源の獲得
に向けた新規事業の推進のため、新株発行によ
る資金調達を計画しておりましたが、当初想定
した金額規模での調達が難しいと判断し、中止
といたしました。現預金の活用や金融
機関からの調達などにより、当面の間
は既存事業の継続的な成長やＭ＆Ａ
を中心とする新規事業の展開（海外事
業を含む）は止まることなく、推進し
ていきます。

カーシェアは都心部において活用されてきてい
ますが、日本の総人口の大多数を占める都市部以
外では普及が進まず、自分の自動車を保有すると
いう生活スタイルが維持されると考えています。

従って、当社グループの主力事業
で あ る ク レ ジ ッ ト 事 業、ワ ラ ン
ティ事業に与える影響は少ないと
考えています。

Q&A　ー教えて！柴田社長ー



「和モダン」がコンセプトの接客スペース

東証セレモニーの様子

新工場前にて

2018

2019

 インターネットを介したクルマ買取サービスを
提供する「UcarPAC（株）」と提携
 キャッシュレス決済サービスで「パーク24（株）」と提携

 タイの整備工場第3号店がオープン
 福岡に2拠点目となるコンタクトセンターがオープン

 自動車業界向けのシステムを開発・販売する
「（株）ソフトプランナー」の株式取得
 タイの整備工場第4号店がオープン
 自社整備工場FIX MANの日本1号店が札幌にオープン

 当社グループ 創業11周年

 経団連加入

 東京証券取引所市場第一部 上場
 ワランティ（自動車保証）を提供する
「（株）ロペライオソリューションズ」の株式取得を決議

 IoTデバイスを用いて連帯保証人を不要とする審査の取組みを開始

 システム人財の確保と業務効率化を目指し、「プレミアシステムサービス（株）」設立

4月

3月

10月

12月

9月

11月

6月

8月

 個人向けオートリース、本格開始2月

2018年4月～2019年3月 ピックアップカレンダー



ワランティ事業の成長加速
～（株）ロペライオソリューションズの株式取得～

当社グループと同じく、ワランティ（自動車保証）を提供する株式会社ロペ
ライオソリューションズを、2019年４月1日に子会社化いたしました。当社
が有するノウハウと、特に輸入中古車向けに強みを持つ同社のノウハウと
の融合でワランティの商品性を高めること、オペレーションの統合で高い
生産性を実現することを目指します。

当社グループ初「グループ会社合同オフィス」誕生
～グループシナジー強化へ～

2019年4月16日、千葉県の海浜幕張駅前に「グループ会社合同オフィス」が誕生しまし
た。コア事業（クレジット、ワランティ）を推進する『プレミアファイナンシャルサービス
株式会社』と、自動車業界向けのシステムを提供する『株式会社ソフトプランナー』が新オ
フィスに入り、グループ連携力と業務効率を高めていきます。

個人向けオートリース　本格ローンチ

年々需要が高まる個人向けオートリース。2022年度には2018年度の3.6倍の
台数になると言われています。そのような状況の中当社グループにおいても、加
盟店（自動車販売店）との取引接点を拡大する「MULTI ACIVE」戦略の下で、
2019年2月より本格的にサービスを開始いたしました。当社グループが保有す
る全国の加盟店ネットワークを活用し、社会ニーズの高まりにお応えしていく
とともに、当社グループの収益向上に貢献していきたいと考えています。

トピックス



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 〒106-0032 東京都港区六本木1-9-9 六本木ファーストビル17階
創業 2007年7月
資本金および資本準備金 837,850千円
従業員数 386名（連結）
連結対象会社 連結子会社：6社／持分法適用関連会社等：4社

会社概要（2019年3月31日現在）

証券コード 7199
上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部
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://www.premium-group.co.jp/）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 2,067,570株 31.32%
金融機関 2,502,500株 37.91%
金融商品取引業者 146,825株 2.22%
その他の法人 377,604株 5.72%
外国法人等 1,506,100株 22.81%

発行可能株式総数　 24,000,000株
発行済株式の総数　 6,600,750株
株主数 4,170名

株式情報（2019年3月31日現在）

大株主（上位11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） 945,900 14.33
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 505,800 7.66
株式会社リクルート 300,000 4.54
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 228,100 3.45
野村信託銀行株式会社（投信口） 222,300 3.36
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 182,315 2.76
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 167,300 2.53
THE BANK OF NEW YORK 134088 165,700 2.51
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 160,000 2.42
株式会社あおぞら銀行 129,300 1.95
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 129,300 1.95

代表取締役社長 柴田 洋一　
取締役 土屋 佳之
取締役 大貫 徹
取締役 齊藤 邦雄
　 　

社外取締役　中川 二博　
 堀越 友香
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 土屋 佳之　

大貫 徹
上席執行役員 中村 文哉

山村 広臣
金澤 友洋

執行役員　 髙岡 利臣　
　
　  
　  

役員（2019年6月26日現在）


