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2００6 LPGA「武富士クラシック」において宮里選手今季ベストの6位入賞！ 

ラスベガスにおいて通算4 度目の開催となる今大会も、大盛況の内に幕を閉じることとなりました。 

  これもひとえに LPGA コミッショナーのキャロライン・V・ビベンス氏を始めとする大会関係者の方々並びに、 
マスメディアやボランティアの皆様の温かいご支援とご尽力のお陰と深く感謝しております。 

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 LPGA
（米国女子プロゴルフ協会）公式戦ツアーの「2006 LPGA 武富士クラシック」が開催されました。  

2000 年の第1 回大会開催以来、今年で 7 回目を迎える武富士クラシックでは、常にゴルフ史上に残る 

熱戦が展開され、多くのゴルフファンを魅了してきました。 

今大会におきましてもレベルの高い試合が繰り広げられる中、最終日を 17 位からスタートした宮里 

  藍選手が、好調なショットで 8 バーディ、2 ボギーと猛烈な追い上げを見せ、今季自己ベストの 66 を 

マーク。 通算11 アンダーの 205 で今季最高の 6 位を獲得しました。試合後には「今回は大きな自信 

になった。この気持ちを忘れずに次に繋げて行きたい」とのコメントも出るなど、今後の更なる飛躍が 

期待されます。 また、他の日本勢では小俣奈三香選手が 2 アンダーの 49 位タイ、東尾理子選手が 

1 アンダー54 位タイと健闘し、テレビ東京系列全国6 局ネットで放映されました最終日の模様も例年 

を上回る視聴率を記録致しました。 一方、初日から単独首位を確保していたロレーナ・オチョア選手 

（メキシコ）は最後まで安定したプレーを続け、通算19 アンダー、トーナメントレコードの 197 で 2 位の 

李宣和選手（韓国）に 3 打差を付けて優勝を飾り、今季初、ツアー通算4 勝目を挙げました。 

     

 

Ⅰ.  消費者金融市場をより一層健全化するための自主的取り組みについて 

  

この度、弊社及びアコム株式会社、プロミス株式会社、アイフル株式会社、三洋信販株式会社、CFJ 株式会社、GE コンシュマ

ー・ファイナンス株式会社の 7 社は、消費者金融業界大手として、資金需要者に関わる諸問題に真正面から向き合い、健全な家

計管理を支援することが喫緊の課題であるとの認識の下、資金需要者のトラブルの「予防」、十分な「保護」、そして「救済」という

観点から、自主的取り組みについて合意し、これを実行することと致しました。具体的な取り組みの内容など詳細につきましては、

3 月29 日（水）付のリリースをご参照下さい。 

弊社としましても、改めて全社を挙げてコンプライアンス（法令遵守）体制の更なる徹底・強化を図り、業界の健全化に鋭意取り

組んで行く所存です。 特に、第三者請求、居宅以外への連絡など一切の不正行為を消滅させるべく、再度厳重に注意喚起を

促して参ります。 

 

Ⅱ. 第 39 期決算発表及び決算説明会のご案内 
 

2006 年3 月期決算の発表及び決算説明会を、下記の通り開催致します。 

   【決算発表】   日時 ： 2006 年4 月26 日（水） 午後4 時 

   会場    ： 東京証券取引所 兜クラブ 

 

   【決算説明会】   日時 ： 2006 年4 月27 日（木） 午前10 時30 分～午前11 時30 分 

   会場 ： 「六本木アカデミーヒルズ 49」 タワーホール 

   住所 ： 〒106-6149 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー49 階 

     電話番号 ： 03-6406-6220 

   最寄駅 ： 東京メトロ 日比谷線「六本木駅」 徒歩0 分（コンコースにて直結） 

      南北線「麻布十番駅」 徒歩7 分 

      千代田線「乃木坂駅」 徒歩8 本 

            都営  大江戸線「六本木駅・麻布十番駅」 徒歩4 分 

 詳細につきましては、弊社IR 室事務局までお問い合わせ下さい。 E-mail: ir_info@takefuji.co.jp 

また、今回の説明会につきましても 5 月 8 日（月）の週より一部、弊社ホームページ上での動画配信を予定しております。   

多数の皆様のアクセスをお待ちしております。  

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 

mailto:ir_info@takefuji.co.jp


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 

   

Ⅲ. 通期業績予想の修正に関するお知らせ  

 
最近の業績動向並びに、日本公認会計士協会から公表された「消費者金融会社等における監査上の留意事項について」を 

踏まえ、弊社は 4 月11 日（火）付で、2005 年10 月27 日（木）の中間決算発表時に公表した第39 期（2006 年3 月期）の通期    
業績予想を下記の通り修正致しました。 

             （連結）                              （個別） 
（単位：百万円、％） 営業収益 経常利益 当期純利益 営業収益 経常利益 当期純利益 
前回発表予想（A） 350,000 126,600 67,200 348,600 123,600 59,100 
今回修正予想（B） 351,300 92,200 46,900 349,800 89,700 39,000 
増減額（B-A） 1,300 △34,400 △20,300 1,200 △33,900 △20,100 
増減率（％） 0.4 △27.2 △30.2 0.3 △27.4 △34.0 
（ご参考）第38期実績 360,121 119,256 68,726 356,825 117,773 66,711 

 
今後の過払請求返還金発生に備えた会計処理として、新たに「利息返還損失引当金」繰入金 225 億円を営業費用に計上する 

見込みであることなどが今回の修正の主因ですが、期末配当金につきましては、変更の予定はございません。 詳細はリリース

をご参照下さい。 
 
 ※尚、3 月度の営業数値関係につきましては、決算月となるため当項目は削除させていただき、決算発表の際に併せてご報

告申し上げます。 
 

Ⅳ.  社会貢献活動について 

 

「STOP！ 割り箸運動」を開始 ～お箸を通して環境保護に貢献～ 
 

弊社は環境保護の 2005 年 2 月 3 日（木）に、環境保護に配慮した活動の基本方針として「環境への取り組み方針を」を発表し、

包装フィルムを水性インクで印刷しバガス（砂糖キビの搾りかす）を使用した環境に優しい eco ティッシュの採用や、社員による森林

ボランティアクラブ発足など、継続的に活動推進に努めております。  

このような環境保護活動の一環として 4 月 1 日(土)から、全社員が箸を持参し割り箸の使用を控える、

「STOP! 割り箸運動」を開始致しました。 この運動により、年間の割り箸の節約量が電柱に換算して 80

本分相当以上となり、森林の保護に繋がると共に、社員一人ひとりの環境保護に対する意識の一層の高

揚に資するものと期待しております。 また、2008 年には森林資源の保護を目的に、中国産割り箸の輸

入が停止される動きも出ている中、弊社の運動はまさに時宜を得たものではないかと考えております。   

 

Ⅴ． 情報セキュリティマネジメントステム（ISMS）認証基準の国際規格 ISO/IEC27001:2005 を取得 

    
4 月5 日（水）、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格である「ISO/IEC27001:2005」の認証を、 国内消費者 

金融機関として初めて取得致しました。ISMS につきましては、2005 年3 月に国内規格の「ISMS 認証基準Ver.2.0）」及び英国規格の 

「BS7799-2:2002」を各々取得しておりますが、2005 年10 月に国際規格｢ISO/IEC27001:2005｣が制定されたことに伴い、移行審査を 

経て新たな規格の認証を取得するに至りました。 

 ISO/IEC27001:2005 は従来の規格より有効性及び実行性を厳しく問われる内容となっており、これを制定後6 ヶ月間という短期間で 

取得できたことによって、弊社が取り組んで参りました情報管理手法が適切かつ安全であることが国際的に証明できたものと考えて 

おります。 

 今後も高度な情報セキュリティを維持すると共に、情報管理体制の更なる改善を継続し、お客様 

に様に安心と信頼を提供して行く所存です。 

 認証内容の詳細につきましては、リリースをご参照下さい。 


