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私たちの描くミッション実現に向け、
変化を恐れず成長していきます。
　株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り厚くお礼
申し上げます。
　ここにPremium通信をお届けいたします。

　2020年３月期は当社が東証一部に上場してから最初
の期となりました。東証一部上場をゴールではなく新た
なスタートとして捉え、これまで以上に真摯に事業に励
んでまいりました。その結果、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。特に10月以降
は消費税増税後という厳しい状況もありながら、営業収
益が昨対比130.3％（2020年３月末時点）と、業界では確
固たる地位を築くことができていると確信する実績でし
た。
　また2020年３月期は当社グループが国内外合わせて
15社以上となり、成長を加速させた１年でもあります。
中古輸入車を主とする故障保証事業を運営する「EGS株
式会社」がグループインしたことを皮切りに、オートモビ
リティサービス関連事業を運営する「プレミアモビリ
ティサービス株式会社」、オートパーツ関連事業を運営す
る「プレミアオートパーツ株式会社」、当社グループの役
職員に対する研修を企画・実施する「株式会社ＶＡＬＵ
Ｅ」を新たに設立いたしました。
　また今期から２月に発表いたしました中期経営計画

「VALUE UP↗2023」が始動いたします。これまで事業
の中核としてきたオートクレジットだけでなく、自動車
流通に関連するビジネスを広く展開するオートモビリ
ティ企業として、変化の激しいモビリティ業界に対応し、
更なる飛躍の年となるよう邁進していく所存です。

　現在、新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流
行）による経済活動の停滞で、日本も未曾有の経済危機に
直面しています。当社グループでは在宅によるテレワー

クへの切り替え、従業員の他医療機関へのマスク提供等
コロナ禍を乗り越えるために様々な施策をいち早く行っ
てまいりました。今回、この未曾有の危機という試練も社
員一丸となり乗り越え、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当社グ
ループのミッション達成に向けて尽力してまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支
援をお願い申し上げます。

代表取締役社長

株主の皆様へ



「オートモビリティ企業」としての使命
～便利かつ円滑なカーライフが送れる世界を目指して～

私たちはオートモビリティ企業として、仕入れ、
購入、利用、整備、買取りをはじめとする「クルマ」
に関する様々な行程において、個人のお客様や自
動車販売店の皆様に先進的なソリューションを
提供しております。創業時よりオートクレジット
と故障保証の提供に注力してきましたが、今期よ
り中期経営計画「VALUE UP↗2023」に基づき、
①強みであったファイナンス分野の増強、②故障
保証の市場拡大、③オートモビリティサービスの
拡充を達成するべく取り組んでおります。そして
上記3つの施策が更なる収益を生むために、自動
車販売店･整備工場の皆様とのネットワーク構築
にも尽力してまいります。この独自のネットワー
クを活かし、当社グループのサービスを提供する
ことにより、皆様が便利かつ円滑なカーライフを
送れるようサポートいたします。

また国内だけにとどまらず、現在ではASEAN 諸
国を中心とした海外でも事業を展開しておりま
す。今後も出展国を増やし、積極的に海外展開を
推進してまいります。

会社紹介
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2020年3月期は主要事業（クレジット、故障保証）の取扱高が順調に推移し、営業収益は140.2億円と増収となりました。

2020年3月期は、クレジット事業に係る会計上の見積り変更による17.7億円の増益、タイの関連会社Eastern 
Commercial Leasing p.l.c.に対し8.7億円の減損処理を実施しましたが、税引前利益は26.0億円と増益となりました。

※2018年10月15日に行われた株式会社ソフトプランナーとの企業結合について、2019年３月期において暫定的な会計処理を行っておりましたが、2020年３月期に確定し
ております。この暫定的な会計処理の確定に伴い、2019年３月期の営業収益、税引前利益、親会社所有者に帰属する当期利益、ROEについて、確定内容を反映させております。

業績ハイライト



01
Q コロナウイルスによる

影響はある？ 02
Q

中期経営計画のポイントは？

03
Q 前期（2020年3月期）の

業績を見る上での
トピックスはありますか？ 04

Q 採用難といわれ久しい世の中。
プレミアグループは？

当社のメインの商材である中古車は生活必需品で景
気耐性が強いため、売り上げが急激に減少するとい
うことは生じにくいと考えております。世界的不況
として記憶に新しいリーマンショック時も、急激な
減少は見られませんでした。また、当社のビジネスモ
デルはクレジット事業における営業収益を、お客様
の支払期間に応じて按分計上できるストック型ビジ
ネスとなっております。そのため万が一、一時的に取
扱が急減しても、将来計上できる収益を260億円ほ
ど蓄えております。短期的に成長率が鈍化する傾向
はありますが、本業に関して利益が大きく減少する
事態は想定しておりません。

今までコアビジネスとして力を入れていたクレジット
事業、故障保証事業に、オートモビリティサービス分野
を加えた３分野を柱とし、「オートモビリティ企業」と
して事業を行ってまいります。新たな柱となるオート
モビリティサービスとは、自動車流通事業を運営する
うえで必要とする複数サービスの提供であり、リサイ
クルパーツビジネス(Recycle)、リユースビジネス
(Reuse)、リペアビジネス(Repair)の3Rを主としてビ
ジネスを推進いたします（なお、故障保証事業はリ
デュース（Reduce）に当たると考えております）。今後
も多様化する社会のニーズにお応えできるよう、当社
グループの連携力を高めてまいります。

会計上の見積りの変更があり、第１四半期に
約17億円程、大きく利益を計上しております。
具体的には、主力事業のクレジット事業にお
いて売掛金に保険をかけておりますが、この
保険の入金見込み額を保険資産として計上で
きるようになり、この考え方に従って2019年
３月期以前の売掛金に対する保険資産を計上
したものが、特別的な利益として2020
年３月期の第１四半期に大きく現れて
おります。

当社は採用活動に関して安定した実績*¹を誇ってお
り、離職率も7.3％と全国平均(14.６％)*²に比べ低
い水準となっております。そこには有給休暇取得推
奨、オフィスの移転・増床など働き方改革に力を入
れると共に、若手管理職の積極登用などの施策が
功を奏していると考えております。また研修会社

「株式会社ＶＡＬＵＥ」を2020年１月に設立し、
社員教育の内製化を行うこととしましたが、創

業から人財育成にも力を入れております。
全社員に「強い、明るい、優しい」という当社
の組織風土でもある「バリュー」を浸透させ、
団結力高く、強く柔軟な組織であり続けら
れるよう努力しております。

＊1…2020年新卒26人、2019年新卒26人、2018年新卒23人入社
＊2…厚生労働省発表「平成30年度雇用動向調査結果の概況」

Q&A　ー教えて！柴田社長ー



 

 

 

2019

 当社のオリジナル商品である「プレミアの故障保証」
商品改定

 静岡支店新規開設
 大阪本部増床

 プレミアファイナンシャルサービス（株）の社名を
プレミア（株）へ変更

 関東中央本部増床
 名古屋オフィス拡張移転

 オートモビリティサービス関連事業を運営する「プレミアモビリティサービス（株）」を設立
 オートパーツ関連事業を運営する「プレミアオートパーツ（株）」を設立
 当社グループの役職員に対する教育・研修を行う「（株）ＶＡＬＵＥ」を設立

 故障保証を提供する「（株）ロペライオソリューションズ（現EGS（株））」を子会社化
 千葉エリア営業拠点拡張移転

 世界共通の自動車保証プラットフォーム開発開始

 渋谷オフィス新規開設

 整備工場「FIX MAN」自動車鈑金・塗装設備の増設

 債権回収業務、車両引揚業務を行う「中央債権回収（株）」
の株式取得を決議
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2019年4月～2020年3月 ピックアップカレンダー



新たなシナジーの創出
～中央債権回収株式会社の株式取得～

買取・受託による債権回収業務、車両引揚業務を行う中央債権回収株式会社
を、2020年４月１日に子会社化いたしました。債権回収の強化が図れると
ともに、同社が持つ車両引揚の交渉におけるノウハウを活かし、引揚車両を
当社グループの加盟店ネットワークに流通させる「Reuse（リユース）」ビジ
ネスを推進していきます。

本社移転
～プレミアグループの更なる発展に向けて～

2020年４月、近年の業容拡大と人員増加、今後の進展に向け本社を移転いたしま 
した。
新本社への移転を機に、新たなワークスタイルの導入やさらにオープンなオフィス
空間とすることで、当社グループ社員の働き方・意識改革をより推進し、グループ会
社および部署間のより一層のコミュニケーションの活性化を促進いたします。

プレミアモビリティサービス株式会社、
プレミアオートパーツ株式会社の設立

当社グループのオートモビリティサービス分野におけるビジネスユニットを統
括・運営するプレミアモビリティサービス株式会社、オートパーツ関連事業を運
営する企業グループの統括としてプレミアオートパーツ株式会社を設立いたし
ました。この２社の設立により、CASEやMaaS化の進行等日々変化していくモ
ビリティ業界において、当社グループも自動車整備、 カーシェア、IoT等を含む
オートモビリティサービスの更なる拡充を目指してまいります。

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 〒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 1,623百万円
従業員数 482名（連結）

会社概要（2020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 4,216,094株 31.8%
金融機関 5,035,500株 37.9%
金融商品取引業者 112,874株 0.9%
その他の法人 735,908株 5.5%
外国法人等 3,174,124株 23.9%

発行可能株式総数　 48,000,000株
発行済株式の総数　 13,274,500株
株主数 4,313名

株式情報（2020年3月31日現在）

大株主（上位10名）
株主名 持株数（株） 持株比率（%）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 1,559,100 12.22
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,525,900 11.96
株式会社リクルート 600,000 4.70
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 550,100 4.31
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口９） 449,200 3.52
GOVERNMENT OF NORWAY 353,575 2.77
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 322,700 2.53
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 291,498 2.28
株式会社あおぞら銀行 258,600 2.02
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 258,600 2.02

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

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　
専務執行役員 大貫 徹
常務執行役員 金澤 友洋
上席執行役員 山村 広臣

中村 文哉

　
　
　  

役員（2020年6月29日現在）

※1.持株比率は自己株式（525,711株）を控除して計算しております。
　2.損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年４月１日付で損害保険ジャパン株式会社に商号変更

しております。


