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Ⅰ. 2006 年 2 月度営業概況 
 

2006 年 2 月度の営業結果は、以下の通りです。 お陰様を持ちまして新規口座獲得件数は対前年同月比 2.7％

増と、昨年5 月以降10 ヶ月連続で前年同時期を上回り堅調に推移致しました。 今年度を締め括る 3 月の営業目標達成に向け、

愛され親しまれる金融機関として「お客様第一主義」の創業理念の下、全力で業務に邁進しております。 

一方、コンプライアンス研修を毎週、各支社長・ブロック長・支店長による法令研修を毎月実施するなど、全社レベルで法令遵

守意識の再徹底を図って参りました。特に、「お客様の個人情報はお客様の大切な財産」との認識に立ち、毎日の個人情報保護

法研修に加えて支店検査も厳格に実施しております。 更に、今後の貸金業規正法の施行規則やガイドラインの一部改正につき

ましても迅速・適切な対応ができますように、社員教育の更なるレベルアップを含めてコンプライアンス体制の一層の強化に取り

組んでおります。 

（単位：百万円） 2005 年2 月 2005 年3 月 2006 年2 月 対前年同月比 
増減率（数） 

対前年3 月末比 
増減率（数） 

営業貸付金残高 1,613,738 1,568,725 1,580,110 -2.1% 0.7% 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 354 357 487 37.6% 36.4% 
総口座数 2,536,319 2,442,560 2,397,218 -5.5% -1.9% 
新規口座獲得数 19,113 23,878 19,636 2.7% ― 
店舗数 1,893 1,893 1,898 (+5) (+5) 

 内有人店舗 528 528 523   (-5) (-5) 
 内無人店舗 1,364 1,364 1,364 (0) (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 1,893 1,893 1,888   (-5) (-5) 
 

Ⅱ.  IR 活動のご報告と来期の予定について  

   

2006 年 2 月中に弊社は大手外資系証券会社主催のフォーラムを含めて通算 33 回の IR 活動を実施し、延べ 158 社・189 名と

いう多数の投資家・アナリストの方々に対して経営トップからも直接、当消費者金融業界及び弊社の現状と将来の展望

についてご説明する機会を持つことができました。 来期から開始を予定している個人投資家向けの IR 説明会を含め

て、今後も国内外の機関及び個人投資家、アナリストや株主の皆様方と、面談やカンファレンス・コール（電話会議）な

どを通じて、より一層コミュニケーションを深めて参ります。 更に、積極的にIR活動を展開することによってフェア・ディ

スクロージャー（公平な情報開示）を推進し、透明性の向上と企業価値の拡大を目指して行く所存です。 

 

Ⅲ.  高配当利回り銘柄ランキングでトップを獲得 

順位
証券コード 銘柄 

予想利回り

（％） 

1 8564 武富士 3.2 
2 7455 三城 2.8 
3 9739 ＮＳＷ 2.7 
3 1914 日本基礎技術 2.7 
5 4537 エスエス製薬 2.5 
6 9107 川崎汽船 2.4 
6 8005 ムトウ 2.4 
6 5195 バンドー化学 2.4 
6 9429 日立モバイル 2.4 
6 6519 エネサーブ 2.4 
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月28日（火）に株式市場新聞が公表した「3月期決算企業で配当

り 2％以上の主な企業ランキング（東証一部上場銘柄対象）」に

いて弊社が第 1 位にランクされ、キャピタルゲインとインカムゲイン

ブル効果が期待できる銘柄として紹介されました。また、3 月 13
月）付の證券新報でも、高配当利回りと業績回復基調、財務の安

などを背景に、長期保有型の銘柄であるとの評価を受けました。 
社は長期安定的な利益還元を資本政策の基本方針と位置づ

今期（第 39 期）の 1 株当たりの中間配当金 115 円、年間配当金

円（配当性向 54.8％）への大幅な引上げを決定しております。 

以降もこの水準を維持・向上させるべく、更なる資本の有効活用
                                 ると共に、株主価値の最大化を実現して参ります。             （出所：2006 年2 月28 日付：株式市場新聞） 

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 



 
Ⅳ.  社会貢献活動について 

福祉施設「銀杏企画」主催のバザーに洗剤など 508 点を献品 

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 

弊社では 2004 年より年数回、様々な福祉団体や福祉施設へ、食品・飲料・衣料、その他の物品を寄

付しております。この度、3 月 10 日（金）・11 日（土）に東京都文京区の精神障害者通所授産施設「銀杏

企画」が開催したバザーに、洗濯用洗剤 100 箱及び石鹸・入浴剤・ネクタイ・靴下・ストッキングなど計

508点を献品致しました。今年で14回目を迎えるこのバザーは、周辺住民の方々に広く知られており、

初日は開店前から 250 名以上が並ぶ程の盛況ぶりでした。 バザーは同福祉施設が活動資金を得る

他に、「障害者自身がバザーに参加して様々な体験を積むことで、自信を回復し社会復帰を促進する」

「地域の方々に施設について広く知ってもらい、障害者の社会復帰に関して理解を深めてもらう」ことを

目的としています。初日は弊社の社員が販売のお手伝いに参加し、障害者の方々やそのご家族、施設

職員の皆様、他のボランティア・スタッフと共にバザーを大いに盛り上げました。   

また、3月13日（月）付の証券日刊新聞によれば、「あまりにも有名となった」弊社の社会貢献活動として、「武富士クリーン運動」

や、世界有数の社会的責任投資指標である「FTSE4Good Global Index」及び「FTSE4Good Japan Index」構成銘柄への採用などが

紹介されました。今後も社会への「感謝の気持ち」を形にするべく、地域社会に密着した「身近な金融機関」として、地道な社会貢

献活動を継続して行く所存です。 

 

 

   ＜武富士バンブー＞ 第 12 回Ｖリーグ 第 3 位獲得！ 
第12回Vリーグのファイナルラウンドにおいて、同リーグ所属女子バレーボールチーム「武富士

バンブー」の第3位が決定致しました。 今季のVリーグは昨年の9月から約半年間に渡る長丁場

となりましたが、武富士バンブーは試合を重ねる毎に粘り強い守りから得点チャンスを作るスタイ

ルを確立。 レギュラーラウンドで 4 強入りを果たし、ファイナルラウンドに駒を進めておりました。 

2 月25 日（土）のファイナル初日には、高さのある攻撃が定評の東レ・アローズと対戦。 選手一人

ひとりが自信を持って実力を出し切り、待望の勝利をつかむことができました。  

しかしながら、決勝戦進出を目指して臨んだ翌 26 日（日）のパイオニア・レッドウィングス戦ではわずかに力及ばず、接戦の末に 

第 3 位となりました。優勝決定戦への出場は叶いませんでしたが、皆様の温かいご声援に支えられ、チームとして大きな飛躍を遂げ

ることができました。来シーズン以降も日本一という夢を実現する為に頑張って参りますので、更なる応援をよろしくお願い致します。 

  【ファイナルラウンド成績】 2 月25 日（土） 大阪市中央体育館 対東レ・アローズ戦    3-1 で勝利 

                2 月26 日（日） 大阪市中央体育館対パイオニア・レッドウィングス戦  1-3 で敗退   ※第3 位確定 

                   
２００6 LPGA「武富士クラシック」開催迫る！ 

2006 年 LPGA（米国女子プロゴルフ協会）公式戦ツアーの「第7 回LPGA 武富士クラシック」が現地時間4 月13 日（木）（日本

時間では 14 日）から 3 日間に渡り、米国ネバダ州のザ・ラスベガスカントリークラブで開催されます。 過去行われた 6 回の大会

のうち 3 回が最終日プレーオフまで持ち込まれたように、毎年白熱した戦いが繰り広げられ、数多くのゴルフファンに興奮と感動

をお届けして参りました。 現時点で昨年優勝選手のウェンディ・ウォード選手や史上初の 10 代の 100 万ドルプレイヤー、ポー

ラ・クリーマー選手を始めとして、2005シーズン賞金ランキングトップ10中9選手が既にエントリーしています。 また、「大会推薦

プレーヤー」としましては、昨年の武富士クラシックで8位タイを獲得したインビ・パーク選手と2005年ハワイ州の最優秀選手であ

る金子綾香選手など、将来を嘱望される若手プレーヤーの出場が決定しています。 更に、宮里藍選手の出場も予定されており、

当大会における日本人プレーヤーの初優勝も期待されます。 世界のトッププロ達が繰り広げる熱戦を、どうかご堪能下さい。           

〔2006 LPGA 武富士クラシック大会概要〕 

大会期間 ：2006 年4 月13 日（木）～15 日（土） （米国時間） 

開催コース ：ザ・ラスベガスカントリークラブ（ネバダ州・アメリカ合衆国） 

主催 ：株式会社 武富士 

放映予定 ：テレビ東京系列 6局ネット4月15日（土）・16日（日） （日本時間、放映時間未定） 
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