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Ⅰ.  年頭のご挨拶   

 

    2006 年の年頭にあたり、皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 昨年を振り返りますと、企業の設備投資 

  の増加や雇用環境の安定化など内需を中心に日本経済は底堅さを増し、政府・日銀筋から8月に出された「景気の 

  踊り場脱却宣言」に続き、12 月には 5 年ぶりに日経平均株価が 16,000 円台の大台を超えるなど、景気の回復基調 

が明確化してきました。 また、個人消費指数が一昨年の 3 月以降は上昇トレンドを、自己破産申請件数や完全失業率に反映さ

れる事業環境も改善傾向を示しており、当消費者金融業界においてお客様の借入意欲の向上や破産事由による貸倒償却減少

に伴うクレジットコストの削減に繋がることから、ポジティブな状況と捉えております。  

弊社にとって創業40 周年に当たる本年は、長年の目標である自己資本1 兆円を達成する節目の 

年となります。 現在、自己資本1 兆円を超える日本企業は 24 社に過ぎず、弊社は日本を代表する 

企業の仲間入りを果たすことになります。 創業以来、「無担保・無保証・小口」の消費者金融業に徹し、

浅く、広くをモットーに消費者のニーズにお応えし、お客様に愛され、親しまれる中で現在の磐石な 

体制を築いて参りました。 また、一貫して「お客様第一主義」・「効率経営」を旨に、立てた目標は全力

を尽くして達成し、それが正当に評価されることで社員の働き甲斐、遣り甲斐となってきました。今後も

この大道を歩むことにより、他社との差別化を図り、業界における確固たる地位を築いて参ります。 

更に、コンプライアンス（法令遵守）及びコーポレート・ガバナンス体制の強化・再徹底を主眼として、株主の皆様への長期安

定的な利益還元を継続する一方で、透明性向上と企業価値の最大化を推進し、一層の飛躍を目指して行く所存です。 加えて、

地域に密着した地道な社会貢献活動を通じて企業の社会的責任を果たして参ります。 今後ともご指導・ご鞭撻の程をよろしくお

願い申し上げます。 

                                                                       

Ⅱ.  2005 年 12 月度営業概況 

12 月度の営業結果は、以下の通りです。 尚、12 月度は第3 四半期決算月のため速報値ベースとなっており、

詳細につきましては、1 月27 日（金）に予定されている第3 四半期の業績発表の際に開示させていただきます。 

12 月は賞与月に当たり、消費者金融業界においてもお客様の月間ご返済額が新規貸付額を上回るという特有の傾向が見ら

れますが、これは多くのお客様が「計画的かつ堅実に」無担保ローンをご利用されている証であり、業界の健全性を裏付けて 

いると考えております。 かかる季節的要因を背景に、当月末の営業貸付金残高は対前月比で若干のマイナスとなりましたが、

その減少幅は対前年同月比で 6％、前々年 2003 年 12 月に対しては 43％改善しております。また、新規口座獲得件数も本年 5

月以降8 ヶ月連続で前年同時期を上回っており、皆様の温かい応援とご支持のお陰と深く感謝しております。 

（単位：百万円） 2004 年12 月 2005 年3 月 2005 年12 月 
対前年同月比 

増減率（数） 

対本年3 月末比 

増減率（数） 

営業貸付金残高 1,595,359 1,568,725 1,563,859 -2.0% -0.3% 

割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 346 357 477 37.9% 33.6% 

総口座数 2,525,795 2,442,560 2,383,015 -5.7% -2.4% 

新規口座獲得数 16,043 23,878 17,460 8.8% ― 

店舗数 1,892 1,893 1,898 (+6) (+5) 

 内有人店舗 528 528 523   (-5) (-5) 

 内無人店舗 1,363 1,364 1,364 (+1) (0) 

内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0)  

 

 スピード無人受付機 ― ― 10 (+10) (+10) 

無人契約機設置数 1,892 1,893 1,888   (-4) (-5) 

※弊社では 6 月末、9 月末、12 月末、3 月末の四半期毎に貸倒償却を実施しております。 
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Ⅲ.  社会貢献活動への取り組みについて 

 

V リーグ深谷、さいたま大会に児童福祉施設の子供たち 132 名をご招待 

弊社では、児童福祉施設で暮らす子供たちにスポーツの素晴らしさと夢や感動を体験する機会を持って欲しいという願いから、V リ

ーグ所属女子バレーボールチーム「武富士バンブー」の公式試合観戦などのイベントに子供たちを招待しております。 その一環と

して、12 月 10 日（土）の深谷大会と 1 月 8 日（日）のさいたま大会に計 18 施設 132 名を招待させて頂きました。両大会共に武富士バ

ンブーのホームゲームだったこともあり、近県から大勢のファンが応援に駆けつけて下さり、会場は大いに盛り上がりを見せました。 

毎回、試合後に子供たちから心のこもった手紙やカードを頂き、選手にとって大きな励みになっています。今後も社会への「感謝の 

気持ち」をかたちにするべく、地道に社会貢献活動を継続して参ります。 

その他、社会福祉施設への支援全般につきましては、社会貢献サイトをご参照ください。 

〔過去の招待実績と今後の予定〕 

時期 イベント 招待者人数 

2004 年11 月 イオン・オールスターシリーズ2004

日米野球 

200 名 

（100 名×2 試合） 

2004 年11 月 第11 回V リーグ金沢大会 37 名 

2004 年11 月 第11 回V リーグ秋田大会 38 名 

2004 年12 月 第11 回V リーグ前橋大会 45 名 

2004 年12 月 第11 回V リーグ越谷大会 13 名 

2005 年1 月 第11 回V リーグ福岡大会 25 名 

2005 年1 月 第11 回V リーグ京都大会 38 名 

2005 年2 月 第11 回V リーグ川越大会 57 名 

2005 年春～夏 愛・地球博 100 名 

2005 年9 月 第12 回V リーグ大阪大会 40 名 

2005 年10 月 第12 回V リーグ前橋大会 50 名 

2005 年12 月 第12 回V リーグ深谷大会 58 名 

2006 月1 月 第12 回V リーグさいたま大会 74 名 

2006 年1 月 （予定） 第12 回V リーグ天童大会 21 名 （予定） 

2006 年2 月 （予定） 第12 回V リーグ町田大会 54 名 （予定） 

 

    武富士バンブーニュース 
 

12 月3 日（土）から再開した今期V リーグ後半戦「第2 幕」が佳境を迎える中、武富士バンブーは尻上がりに調子を上げており 

ます。 特に昨年12 月18 日（日）の茂原アルカス戦以降、1 月14 日（土）の日立佐和シーガルズ戦まで 5 連勝と波に乗り、強い 

サーブ力と高さのあるセットプレーに加え、堅実な守備というチームの良い面が十分に発揮された展開となっております。  

武富士バンブーの戦績は、1 月15 日（日）時点で 10 勝8 敗。 目下のところ 10 チーム中5 位（セット率上位の 4 位シーガルズ 

と勝率では同一）に付け、上位4 チームが出場するファイナルラウンドに向けてチーム一丸となって戦っております。 引き続き、 

皆様の温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。 

   

トピックス 

東京都新宿区西新宿 8-15-1   株式会社武富士   代表取締役兼社長執行役員 近藤 光 

(上場取引所：東京及びロンドン/東証コード番号：８５６４東証第 1 部) 

問合わせ先： IR 室    E-Mail : ir_info@takefuji.co.jp TEL:03-3365-8011 FAX:03-3365-8070 

株式会社武富士ホームページアドレス ： http://www.takefuji.co.jp/main.html 


