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独自の強みを生かし、オートモビリティ企業として
次なるステージへ
　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。
　コロナ禍において当社では、従業員、加盟店様、お客様
をはじめとする、すべてのステークホルダーの安全を第
一に、在宅勤務やサテライトオフィスの整備等、各種感染
対策に取り組んでまいりました。引き続き、感染防止及び
安全確保に努めながら企業活動を行ってまいります。
　当第2四半期累計期間の業績については、緊急事態宣言
中における外出自粛の影響を受け、主要事業であるファイ
ナンス事業・故障保証事業は取扱いが減少いたしました。し
かし、当社は利益を複数年で計上する「ストック型のビジネ
スモデル」を採用しておりますので、業績に関しましてはコ
ロナ禍においても増収増益増配を維持しております。

　また、新型コロナウイルス感染症と共存するwithコロ
ナ時代への変遷の中で、車の価値が見直されつつありま
す。これまで日本では、少子高齢化や生活スタイルの多様
化、若者の車離れなど、「車が売れない」と言われる時代が
続きましたが、現在は新型コロナウイルス感染への不安
から公共交通機関での移動を避け、車での移動が注目さ
れています。更に、在宅勤務が普及したことにより、感染
リスクの高い都心から離れ、郊外に住まいを移す人の増
加が予想されます。郊外の暮らしでは、車が必需品となり
ますので、今後当社のビジネスチャンスも増えてくると
考えております。
　引き続き、当社では既存のファイナンス事業・故障保証
事業の拡大を土台に、より一層オートモビリティサービ
ス事業の展開・拡充を図ってまいります。
　そして、お客様が豊かなカーライフを送れるよう、加盟
店様を通して、自動車の購入検討から購入後のアフター
サービスまで、クルマとお金のことならプレミアが全て
を担えるような存在を確立してまいります。
　そのために、お客様や加盟店様のオートモビリティ
ニーズを幅広く汲み取り、皆様が必要とされるサービス
をいち早くご提供できるよう、変化を恐れずに今後も
様々に挑戦し、取り組んでまいります。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、よろしくお願
い申し上げます。

代表取締役社長

株主の皆様へ



これまでプレミアグループは、銀行の傘下ではない「独立系」という独自の強みを生かして、様々なビジネスを展開して
まいりました。その結果、2007年の創業以来＊、右肩上がりの成長を続けております。
今後はより一層の成長のため、既存のファイナンス事業・故障保証事業に加え、オートモビリティサービス事業の拡充
を図り、「オートモビリティ企業」としてより一層成長してまいります。
この3本の柱を軸に事業拡大を図り、世界中の人々に最高のファイナンスとサービスを提供して、豊かな社会を築き上
げることに貢献いたします。
＊主要子会社のプレミア株式会社の創業を指します。

この3本の柱のグループ体制を確立し、より事業拡大に注力でき
る体制とスピード感ある経営を実現するため、2020年10月に 
プレミアワランティサービス株式会社を設置いたしました。
※ プレミアグループの3本の柱についての詳細は「＜特集1＞プレミアグループの成長戦略」の

ページをご確認ください。

「オートモビリティ企業」として次なるステージへ
～ファイナンス・故障保証・オートモビリティの3本の柱を確立～

Go！
プレミアワランティサービス

についてはこちら

Go！
グループ会社
詳細はこちら

主要会社
プレミアワランティ
サービス株式会社

主要会社
プレミア株式会社

主要会社
プレミアモビリティ
サービス株式会社

故障保証
ビジネスユニット

ファイナンス
ビジネスユニット

モビリティサービス
ビジネスユニット

会社紹介
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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

税引前利益 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）

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、主要事業であるファイナンス事業・故障保証事業の取扱高は減少
→しかし、今期予想は「増収増益増配」とし、コロナ禍においてもストック型ビジネスの強みを発揮

※前年同期比での利益減少の主な要因は、前第１四半期にファイナンス事業において保険資産に関する会計上の見積もりを変更したこと等によるものであります。

Go！
会計上の見積もり変更

についてはこちら

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

17,140百万円
【2021年3月期】（予想）

14,016百万円
【2020年3月期】

2,865百万円
【2021年3月期】（予想）

2,604百万円
【2020年3月期】

1,894百万円
【2021年3月期】（予想）

1,466百万円
【2020年3月期】

45円
【2021年3月期】（予想）

44円
【2020年3月期】

Go！
配当政策はこちら

（前年同期比122.3％） （前年同期比110.0％） （前年同期比129.3％） （前年同期比102.3％）

業績ハイライト



Go！
FIXMAN Club
詳細はこちら

3事業分野の確立と拡充、そしてシナジーの創出 「FIXMAN Club」整備工場のネットワーク化

2020年2月に発表した中期経営計画
「VALUE UP 2023」の達成に向けた
成長戦略をご紹介いたします

Go！
中期経営計画
詳細はこちら

自動車整備業界は、年間売上約5.5兆円、従業員数約54万人にのぼる
巨大マーケットです。しかしその一方で、整備士の高齢化や人材不足
に加え、自動運転技術の進化による整備技術の高度化等、様々な課題
が顕在化しています。プレミアグループでは、このような業界全体の
課題解決と、一般ユーザーであるお客様の安心安全なカーライフの
サポートを目的に、整備工場様向け会員制組織「FIXMAN Club」の
提供を開始いたしました。会員様へは、プレミアグループが提供する
故障保証の修理車両の優先入庫や、車検を希望されるお客様の送客、
先進整備技術の提供、整備工場様向けソフトウェアや自動車部品の
受注等、工場運営にお役立ていただける様々なサービスを提供いた
します。今後も、変化の激しいモビリティ業界に対応したサービスコ
ンテンツの拡充を図り、整備工場様の抱える課題解決の一助を担っ
てまいります。

 ファイナンス
創業以来、コアビジネスとして注力していたオートクレジット事業
については、近年のIT技術の大幅な進歩や、新型コロナウイルス感染
症と共存する時代（withコロナ時代）への変容を受け、契約書のペー
パーレス化や自動審査体制の確立等、業務プロセスのDX化を推進し
ています。また、2020年4月にサービサー会社がグループインした
ことにより、一層の債権回収の強化と外部収益機会の拡大が期待さ
れます。

 故障保証
現在は、日本において「中古車に保証」という認識がまだ広く知られ
ていない状況です。当社は第三者保証業界のリーディングカンパ
ニーとして、保証商品の商品開発や故障修理のビッグデータ活用に
よるマネタイズを通して、認知度向上と市場拡大に貢献し、皆様に安
心して中古車に乗っていただけるような世界を創造してまいります。

 オートモビリティサービス
プレミアグループにおけ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を提供するこ
と」です。自動車販売店や整備工場とのネットワークを構築し、ネッ
トワーク会員に向けて、自動車部品販売や、自動車の仕入れサポート、
修理車両の優先入庫、ソフトウェア販売といった、自動車に関する
様々なサービスを提供し
ています。まだ開始して間
もないため、現在における
収益貢献度は小さいです
が、未開拓分野のため、今
後は大きな伸長が期待で
きます。

ファイナンス

シナジー故障
保証

オート
モビリティ
サービス

<特集1>プレミアグループの成長戦略



Go！
プレミアグループの
ESG詳細はこちら

 プレミアグループのビジネスは「3R」ビジネス
R リサイクルパーツビジネス
→リサイクルパーツのバリューチェーンを構築いたします。
R リユースビジネス
→引き揚げた車両を中古車販売店や整備工場に提供い

たします。

R リペアビジネス
→自社ブランド工場「FIX MAN」

では、一般的に使用されている
有機溶剤(シンナー系)ではなく、
環境に優しい水性塗料を使用し
ております。

 ペーパーレスで地球にも優しい
クレジット契約書のパーパレス化を本
格導入しております。

Environment（環境）

今回ご縁をいただき、プレミアグループ社外取締役に就任しました大嶋裕美です。

当社は、エネルギッシュで高い使命感を持っている社長の柴田のリーダーシップの下、着実に成長を遂げている会社です。自
由闊達なカルチャーの下、各人が強い責任感を持ちながら、伸び伸びと業務に邁進しているという印象を持っています。一方、
このように会社が成長ステージにある今だからこそ、社外取締役としては、当社の良さを大切にしながらも、急速に事業規模
が拡大する中で経営やコンプライアンスに歪み等が生じていないか否か、他の社外取締役・社外監査役の皆さんとともに、ガ
バナンス強化に取り組みます。

また、私のこれまでの経験を生かし、当社が、資本市場はじめ、社外のステークホルダーの皆様との更なる信頼関係強化ができ
るように努めてまいります。情報開示の推進、対話の充実等、コミュニケーションの質的向上を目指すとともに、投資家様はじ
め、皆様からのフィードバックを真摯に受け止め、当社の経営に生かしていくことが重要だと考えています。

その他、グローバルでは、目覚ましい金融テクノロジーの発展、破壊的なイノベーションの出現等、当社を取り巻く事業環境が
早いスピードで変化しています。中長期的な視点で事業開発を推進するには、新しい時代の潮流を的確に捉え・対応していく
ことも重要ですので、こうした新しい視点を社内に持ち込むことにおいても、貢献していけるのではないかと考えております。

当社が社会的ミッションを果たしながら、企業価値向上を実現できるよう、社外取締役・独立役員の責務を果たしてまいります。

Governance（ガバナンス）

新型コロナウイルス感染症拡
大に対して、医療用品の寄贈や
飲食店支援等の活動を行って
まいりました。

オフィスのレイアウト変更を行い、
社員の自宅から近い拠点にて勤務が
可能となっております。

サテライトオフィス

通勤時間帯の混雑を避け、フレキシ
ブルな働き方が可能です。

フレックスタイム

新型コロナウイルス感染症
拡大に伴い、いち早く導入
し、緊急事態宣言下の在宅
勤務比率は約70％となり
ました。現在、全部署で在宅
勤務が可能となるよう体制
整備を進めております。

在宅ワーク
Social（社会） プレミアグループの働き方改革

（写真）埼玉県庁において行われた
寄贈式の様子

プレミアグループの成長と企業価値向上を目指して

【社外取締役　大嶋裕美】
公認会計士として、社内
外から成長戦略を立案・
推進するとともに、在籍
中であるパナソニック
株式会社ではIRの責任
者も経験。

<特集2>企業価値向上のためのESGへの取り組み



 中央債権回収株式会社 
のグループイン
 本社移転

 会員限定サービス「FIXMAN Club」提供開始
 クレジット契約書のペーパーレス化を開始
 一般財団法人 日本技能研修機構（JATTO）への 
協賛会員加入と理事就任

 北陸支店出店  プレミアワランティサービス
株式会社設置

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の充実と、今後のIR活動のため、「2020年 株主様アンケート」を実施いたします。(所要時間:約7分程度)
ご回答いただきました株主様には弊社オリジナルプレゼントをお送りいたします。
※お名前、ご住所、株主番号の入力が必要となります。
お手数ではございますが、QRコードより、IDとパスワードを入力のうえご回答ください。
皆様のご協力を何卒宜しくお願い申し上げます。
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コードより、IDとパスワードを入力いただきご回答ください。
※「QRコード」は(株)デンソーウェーブの登録商標です。

「2020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
詳細はこちら

－株主総会レポート－
本年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観
点から、株主の皆様と従業員の安全を第一に当社
役員のみで開催し、その様子をライブ配信いたし
ました。株主の皆様におかれましてはライブ配信
でのご視聴、議決権のインターネットでの事前行
使等、ご協力を賜りましたこと感謝申し上げます。

7月6月4月 5月 8月 9月 10月

2021年3月期　上半期カレンダー



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 1,634百万円
従業員数 596名（連結）

会社概要（2020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　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 3,808,361株 28.66%
金融機関 5,625,700株 42.34%
金融商品取引業者 155,171株 1.17%
その他の法人 732,808株 5.52%
外国法人等 2,964,350株 22.31%

発行可能株式総数　 48,000,000株
発行済株式の総数　 13,286,390株
株主数 3,811名

株式情報（2020年9月30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） 1,664,200 13.04
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,662,700 13.03
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 625,000 4.90
株式会社リクルート 600,000 4.70
株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 479,500 3.76
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 325,300 2.55
株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 303,300 2.38
野村信託銀行株式会社（投信口） 270,900 2.12
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG （FE－AC） 261,781 2.05
株式会社あおぞら銀行 258,600 2.03
損害保険ジャパン株式会社 258,600 2.03

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　
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9月30日現在）

※1.持株比率は自己株式（525,802株）を控除して
計算しております。

　2.日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年７月27日
付でJTCホールディングス株式会社、資産管理サービス信託銀行株
式会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行となっております。

※  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
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