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株主の皆様へ

守りに徹するとともに、大きな変化のきっかけになった1年。
創業から築き上げた当社の強みを生かして、今期は大きく飛躍してまいります。
　株主の皆様には平素より格別のご高配を賜り厚く御礼
申しあげます。
　新型コロナウイルス感染症により亡くなられた方々及
びご家族・関係者の皆様に謹んでお悔やみを申しあげま
すとともに、罹患された方々には心よりお見舞い申しあ
げます。また、医療従事者をはじめとした感染防止にご尽
力されている皆様に、深謝申しあげます。
　
　2021年3月期は、新型コロナウイルス感染症に世界が
翻弄された年となりました。
　当社としても、コロナ禍の影響で先行きが不透明な状
況だったことにより、毎年実施していた中途採用活動を
一時的にストップしました。また、感染防止のために
2020年の上半期は十分に営業活動ができなかったため、
量より質を追う戦略を取ることで利益の確保に徹した1
年でした。
　一方で、ペーパーレスや印鑑の廃止、在宅勤務環境の整
備など、コロナ禍を受けて浮き彫りになった様々な課題
に対する変革を講じた1年にもなりました。
　私自身が最も心掛けているのは、旧態依然とした考え
や習慣にとらわれないことです。既成概念というバイア

スをどのように払拭するかを意識して、今後もイノベー
ションを起こしてまいります。
　
　当社は創業から13年、先を見据えたビジネスモデルや、
ピンチの時こそ一致団結して突き進むことが出来る企業
風土を構築し、正しい危機感を持って変化を受け入れ前
進していく人財の育成に注力してまいりました。
　今期は、これら当社の強みを最大限に生かし、やるべき
ことに集中して取り組む年にしたいと思っております。
　ブレーキを踏んでいた前期とは異なり、現在はアクセ
ルを踏み、まずは「営業人員100名体制」を早期に実現す
るべく採用活動を開始しております。
　中期経営計画についても、コロナ禍の影響を受け、数字
の見直しを行うとともに、改めて今後の成長ストーリー
をお示しいたしました。この中期経営計画の重点施策は
DX（デジタル・トランスフォーメーション）と密接に関連
しており、新たにDX戦略を掲げました。このDX戦略のも
と、社内業務の見直しのみならず、自動車販売店様・整備
工場様の業務イノベーションを起こしていけるように
DX推進にも取り組んでまいります。この他、当社では初
めてとなるESGレポートを発行するなど、新たな年度を
迎え、当社全体が再び強く前に進んでいくために着実に
行動しております。
　従前の強い成長をお示しできるよう、ファイナンス・故
障保証・オートモビリティサービスの3事業につきまして
は、経営陣が全責任をもって事業成長と事業貢献にコ
ミットし、先頭を切ってスピードを伴う結果を出してい
きたいと思います。
　そして、豊かな社会と役職員の豊かさ（Well-being）の
実現を目指してまいります。
　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、宜しくお願いいたします。

代表取締役社長



会社紹介

「オートクレジット企業」から「オートモビリティ企業」へ

各事業の概況

プレミアグループは「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」の3本柱を確立し、
それぞれの事業間でシナジーを創出することで企業価値を向上させてまいります。

◦オートクレジット
◦オートリース
◦ショッピングクレジット
◦サービサー

◦故障保証
　(リデュースビジネス)

◦中古車部品の流通 
（リサイクルビジネス）

◦引揚げ車両の流通 
（リユースビジネス）

◦整備工場（リペアビジネス）
◦整備システム
◦自動車仕入れサポート
◦IoT
◦オートコンシェルジュ
◦マルチペイメント促進
◦販売店・整備工場との 

ネットワーク構築

ファイナンス事業 オートモビリティ
サービス事業

故障保証事業
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営業収益 営業収益

故障保証事業 オートモビリティサービス事業
　2020年5月の緊急事態宣言発令に伴う外出自粛等の
影響を受け、クレジットの取扱高は減少いたしましたが、
緊急事態宣言解除後は、中古車の底堅い需要を受けて
順調に回復しております。債権回収業務につきましては、
2020年4月にサービサーである中央債権回収㈱がグ
ループインしたことで相乗効果を発揮し、延滞債権残高
率は0.91％と低水準を維持しております。

　コロナ禍による外出自粛等の影響を受け、故障保証の取扱
高は一時減少いたしましたが、中古車需要の高まりにより取扱
高も回復に転じております。また、故障修理費用の抑制に向け、
修理発生時の対応を当社グループネットワーク内の整備工場
に集約させる取組みを行っております。さらに2020年10月に
は故障保証事業を統括するプレミアワランティサービス株式
会社を設置し、事業拡大のための体制を確立いたしました。

　2021年3月期から本格始動した事業です。自動車販
売店や整備工場への自動車部品販売・ソフトウェア販売・
当社グループで引き揚げた車両の卸売販売等のサービ
スを展開しております。また、整備工場ネットワークと会員
組織「FIXMAN Club」の構築にも注力しており、整備
ネットワーク加盟店数は2,523社、FIXMAN Club加盟
店数は38社と、それぞれ順調に拡大しております。

※オートモビリティサービス事業は、招集通知の本体内では「その他事業」として記載しております。



新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、ストック型ビジネスの強みによって「増収増益」を記録いたしました。
業績の好調な推移により、期末配当については、当初の予定を修正し、増配を決定いたしました。株主還元については、今後
も事業拡大に向けた資金需要とのバランスを取りながら、安定的かつ継続的な増配を目指す方針です。
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※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。

※2021年3月期の取扱高の減少は、新型コロナウイ
ルス感染症の影響により1Qに訪問営業の自粛を
行ったこと及び債権内容の「量」より「質」を重視
して利益率の維持・向上を図った戦略の影響です。

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

17,825百万円
【2021年3月期】

14,016百万円
【2020年3月期】

3,463百万円
【2021年3月期】

2,604百万円
【2020年3月期】

2,383百万円
【2021年3月期】

1,466百万円
【2020年3月期】

46円
【2021年3月期】

44円
【2020年3月期】

（前年同期比127.2％） （前年同期比133.0％） （前年同期比162.6％） （前年同期比 +2円）

業績ハイライト



Go！
中期経営計画についての

詳細はこちら
http://ir.premium-group.co.jp/ja/
library/plan.html

　2020年2月に発表した中期経営計画について、新型コロナウイルス感染症の影
響を受け、見直しを行いました。なお、中期経営計画で描いた成長ストーリーに大
きな変更はございません。

　ビジネスサイト*形式での営業エリアの拡大と営業人員の増
加により、取扱高の高い成長率を実現します。また、AI自動審査
体制の確立やクレジット契約書のペーパーレス化を推進するこ
とで将来的にはバックヤードの無人化を目指し、業務効率を向
上させます。債権回収については中央債権回収㈱との協働によ
り延滞率を抑制するとともに、引揚車両を会員組織内の加盟店
に販売することで新しい収益機会を創出します。
*物理的な営業オフィスを設けない営業拠点

　延長保証等の新商品開発を行い、商品バリュエーションを増
やしてまいります。また、故障保証加入車両の修理時、会員組織
内の整備工場に入庫すること、グループ内で調達するリサイク
ル部品の使用によって修理費用を低減することで、販売価格へ
の還元と販売拡大につなげてまいります。
　加えて、故障保証の認知度向上のための広告施策を実施する
ことで第三者保証のニーズ拡大と、安心して中古車を利用でき
る社会の実現に努めてまいります。

　左の図は現在のオートモビリティサー
ビス事業のイメージ図です。今後はオー
トモビリティサービスのラインナップ拡
充により、自動車販売店・整備工場への訴
求力を高め、会員組織化を推進するとと
もに、当社が掲げるプラットフォーム構
想*の実現を目指します。既存のファイナ
ンス事業・故障保証事業以外の収益源を
確保することで、当社グループ全体の持
続的な成長を図ってまいります。
* 詳細は中期経営計画の資料 17ページをご確認くだ

さい。

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

中長期的な成長に向けた成長戦略

営業収益 税引前利益 ROE 時価総額

419億円
【2025年3月期】（予想）

100億円
【2025年3月期】（予想）

37.0％
【2025年3月期】（予想）

1,750億円～2,000億円
【2025年3月期】（予想）

プレミアグループの成長戦略



プレミアグループのDX推進

Go！
ESGレポートは

こちら
http://www.premium-group.co.jp/for-esg-sdgs/

Go！
DX推進についての

詳細はこちら
http://ir.premium-group.co.jp/ja/
management/digital.html

　近年、テクノロジーの進化等によってビジネスを取り巻く環境は急激に変化してお
り、企業は時代の変化に合わせたデジタル改革を求められております。この度、当社グ
ループ内外のDXを推進するためにDX戦略を策定し、今後の当社グループ及び業界全
体の持続的な成長に向け取り組んでまいります。
DX-コアビジネス戦略
1）モビリティ事業者の経営効率を高め、エンドユーザに「安心・便利」を届ける
・  中古車販売店・整備工場と中古車の購入や修理を希望者されるお客様（以下、お客様）をプラットフォーム上でマッチングすることで、取引機会の拡大を目

指します。
　また、中古車販売店・整備工場の在庫管理や販売実績管理などの日常業務や来店・商談予約や見積り、契約、決済、フォローなど、一連の取引についてもプ
ラットフォーム上で行えるような仕組みを構築します。
　万が一、購入後に不具合や故障が発生した際には、お客様がプラットフォームにアクセスすると、適切なサービスや入庫先の整備工場などをご提案するコ
ンシェルジュサービスも構築します。

2）従業員の幸福度「Well-Being」を高める
　デジタル化によるオペレーション業務の
省力化・自動化を行い、WFA（Work From 
Anywhere）を推進するとともに、あらゆ
る制約から解放され、主体性を持った働き
方をアシストします。
　また、人間と技術の相互補完で高品質・高
度なサービスを提供する体制を整えます。

3）CASE、MaaS、電動自動車化への対応
　100年に１度の変革期を迎えたと言われ
る自動車業界の変革にも対応できる次世代
プラットフォームの構築を目指します。

　当社では初となるESGレポートを発行いたしました。
　詳細は以下のQRコード・サイトよりご確認ください。
　※「QRコード」は㈱デンソーウェーブの登録商標です。

～ ESGレポートトピックス概要 ～
・限りある資源の活用（中古車ビジネス）

→累計実績100万台を超える故障保証の修理においては、中古部品やリサイク
ル部品を積極的に使用することで、資源を無駄にしないための取組みを行って
おります。

・従業員の幸福感「Well-being」の向上を図り、持続的な企業成長を目指してまいります。

＜プレミアグループが掲げるDXビジョン＞
個々が輝くチームから成るデジタルプラットフォーマーとして、
エンドユーザ、モビリティ事業者と「プレミア」なカーライフを共創する

プレミアグループのESG



2021年3月期　年間カレンダー

Go！
ニュース詳細は

こちら
http://ir.premium-group.co.jp/ja/
news.html

Go！
FIXMAN Club専用

サイトはこちら
https://www.fixmanclub.com/

Go！
お金とクルマのことなら

プレミアのサイトはこちら
https://kuruma-money.com/

9月8月7月5月 6月4月

11月 12月 3月1月

 中央債権回収株式会社
グループイン

 故障保証累計契約台数 
100万台突破

 加盟店専用ポータルサイト
「P-Gate」オープン

 セントパーツ株式会社が
「はばたく中小企業・小規模
事業者300社」に選定

 キッチンカーの
取組みを開始

 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

 プレミアワランティサービス株式会社を設置、事業の3本柱構築の体制が整う
 東洋経済オンライン「女性管理職の比率が高い」企業ランキング100（30位）に
ランクイン

 FIXMAN Club、専用Webサイトがオープン！
 自動車購入支援サイト「クルマとお金のことならプレミア」がオープン
 フィリピンに故障保証サービスを提供するジョイントベンチャー設立

10月 2月



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 1,640百万円
従業員数 593名（連結）

会社概要（2021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 27.4%
金融機関 5,035,500株 42.0%
金融商品取引業者 112,874株 2.0%
その他の法人 735,908株 4.8%
外国法人等 3,174,124株 23.8%

発行可能株式総数　 48,000,000株
発行済株式の総数　 13,334,390株
株主数 3,851名

株式情報（2021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（%）
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,722,100 13.44
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,440,400 11.24
株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 627,800 4.90
株式会社リクルート 600,000 4.68
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505303 444,200 3.46
GOVERNMENT OF NORWAY 334,976 2.61
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 326,800 2.55
野村信託銀行株式会社（投信口） 317,700 2.48
株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 294,200 2.29
THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT 279,100 2.17

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
取締役 金澤 友洋

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
執行役員 近藤 久美

　
　
　  

役員（2021年6月29日現在）

※1.持株比率は自己株式（528,293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に商号変更しております。


