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Ⅰ. 第 39 期決算概要  

 

弊社は 4 月26 日（水）、東京証券取引所 兜クラブにおいて 2006 年3 月期（第39 期）の決算発表を実施 

致しました。 また、翌27 日（木）には「六本木アカデミーヒルズ 49」タワーホールにて決算説明会を開催し、 

弊社説明会としては過去最多数の 237 名の機関投資家、アナリスト並びに報道関係の方々のご来場を賜ることができました。 

 あらためまして御礼を申し上げます。  

2006 年3 月期の決算概要及び 2007 年3 月期の業績予測は以下の通りです。 

【主要数値及び損益】 （単体） 

項目 05 年3 月期 06 年3 月期 増減率（％） 07 年3 月期計画 

 

増減率（％） 

営業貸付金残高（百万円） 1,568,725 1,540,046 ▲1.8 1,555,046 

（150 億円増） 

 

1.0 

口座数（件） 2,442,560 2,322,917 ▲4.9 2,356,217 

（33,300 件増） 

 

1.4 

新規顧客数（件） 247,908 263,303 6.2 355,000 34.8 

貸倒償却額（百万円） 112,858 108,504 ▲3.9 102,000 ▲6.0 

貸倒償却率（％） 7.19 7.04 ▲15bp 6.56 ▲48bp 

償却済債権回収額（百万円） 8,213 6,559 ▲20.1 6,300 ▲3.9 

差引後、貸倒償却率（％） 6.67 6.62 ▲5bp 6.15 ▲47bp 

営業収益（百万円） 356,825 349,766 ▲1.9 349,800 0.0 

営業費用（百万円） 242,119 262,948 8.6 233,400 ▲11.2 

営業利益（百万円） 114,706 86,817 ▲24.3 116,400 34.1 

経常利益（百万円） 117,773 89,766 ▲23.8 115,500 28.7 

当期利益（百万円） 66,711 39,080 ▲41.4 68,300 74.8 

第39 期 決算短信 （連結・個別）へ          第39 期 決算補足資料 （単体）へ 

 

当期の消費者金融業界におきましては、自己破産件数は減少しつつも、貸倒関連費用は依然として高止まり傾向にあり、更

には過払金の返還請求額が大幅に増加すると予想されております。 また、貸金業規制法改正や貸付上限金利の見直しなどの

大きな潮流の中、今後に向けての展開は予断を許さない状況となっております。 一方では、銀行・信販系に加えて IT 関連企業

など異業種・異業態からの新規参入も相次ぎ、競争が激化するなど当業界を取り巻く環境は厳しさを増しておりますが、弊社と致

しましては、引き続き貸金業規制法を始め法令を遵守し多重債務問題も注視した上で、可能な限り消費者の資金ニーズにお応

えできますよう全社を挙げて努力して参ります。  

このような環境において引き続き堅実な経営に努め、「お客様相談業務の徹底」などを継続・実施することにより、債権の質の

一層の良化を図って行く所存です。 更に、多重債務者の抑制を主眼としてリボルビング払いの返済期間短縮が検討される中、

長期にわたるリボルビング返済はお客様のご負担を増大させるとの認識の下、弊社では従来より、50 万円以内のご融資につい

ては最長 3 年間、50 万円超の場合は最長 4 年間の支払い期間を設定しております。今後も常にお客様の立場に立って誠意と

真心を込めた接客応対とカウンセリングを推進して参ります。 現行の金利水準においては厳格な与信基準に基づき、無担保融

資限度額100万円を維持しつつリスク分散を図って行きますが、上限金利の動向によりましては与信基準や商品構成の見直しも

含め、より柔軟な営業体制の構築も視野に入れております。 

加えて、今後もコーポレートガバナンスとコンプライアンスを経営の最優先課題と位置付け、内部管理体制と法令遵守意識を

強化・徹底して参ります。 更に、今期中に想定される自己資本 1 兆円の目標達成後は、より積極的に資本の有効活用を図り、コ

アビジネスとシナジー効果の高いリテール分野での事業展開や新規投資を前向きに検討し、新規事業の開拓による収益源の多

様化を推進して行く所存です。 資本政策につきましても引き続き長期安定的な利益還元を基本方針とし、年間配当金額 230 円

の維持・向上を始めとして、株主価値を最大化する総合的な施策を推進して参ります。   
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Ⅱ.  2006 年 4 月度営業概況   

 

（単位：百万円） 2005 年4 月 2006 年3 月 2006 年4 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 1,574,829 1,540,046 1,542,238 -2.1% 0.1% 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 359 494 476 32.6% -3.6% 
総口座数 2,443,080 2,322,917 2,324,328 -4.9% 0.1% 
新規口座獲得数 19,766 21,894 18,187 -8.0% ― 
店舗数  ※スピード無人受付機含む 1,892 1,898 1,897 (+5) (-1) 

 内有人店舗 527 523 523   (-4) (0) 
 内無人店舗※ 1,364 1,374 1,373 (+9) (-1) 

 内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0) 
無人契約機設置数 1,892 1,888 1,887 (-5) (-1) 
   

4 月末の営業結果は上記のようになりました。 現在消費者金融業界においては、弊社を含む大手7 社が「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」を実施しており、その一環として4月1日（土）より自主的にテレビCMの放映時

間帯や本数に制限を設けるなど、多重債務防止を目的とした借り過ぎ防止キャンペーンを展開し、資金需要者に関わる諸問

題に真正面から向き合うと共に、健全な家計管理の支援に努めております。 弊社では多重債務問題に対する取り組みとして

2002年4月に「お客様相談室」を設置し、電話またはメールにてお客様より相談をお受けしております。 開設以来、多数のお

問合せを頂いており、お客様の利便性向上を推進すると共に、早期での相談受付による適切な対応を通じて問題解決を図っ

ております。 

 

 

Ⅲ．社会貢献活動への取り組み  「武富士ボランティア月間」 

 

    武富士では、2005 年より社員のボランティア活動への参加を奨励し支援する「武富士ボランティア月間」を開始致しました。 

第 2 回を迎える今回は、4 月 29 日（土）の「海岸清掃」からスタート。この他、「盲導犬街頭募金活動」「公園清掃」「ボランティア・

ウォーク」「森林ボランティア」に約80 名の社員と家族が参加する予定です。 

 

①海岸清掃 4 月29 日（土） 

神奈川県鵠沼海岸で開催されたクリーンアップ全国事務局主催の海岸清掃「2006 春クリーンアッ

プキャンペーン」に、昨春に引き続き、社員と家族 17 名が参加致しました。 鵠沼海岸は地元の方々

など多くのボランティアが日常的に清掃活動をしており、一見、あまりゴミが落ちていないように見え

ますが、参加者250 人が 1 時間で約1 万800 個の吸殻を拾うなど、更なる環境美化に貢献することができました。 

 

②盲導犬普及街頭募金活動 4 月29 日（土）～5 月28 日（日） 

4 月末から 1 ヶ月間に渡り、毎週土日と祝日に首都圏で実施されている財団法人日本盲導犬協会主

催の「春の盲導犬普及街頭募金キャンペーン」に社員と家族が参加し、同協会スタッフや他のボランテ

ィアの方々と共に募金への協力を呼び掛けます。同協会によると、日本で活躍している盲導犬の数は

957 頭（2005 年3 月31 日現在）ですが、全国では約7,800 名の視覚に障がいのある方が盲導犬を希望

されており、まだまだ盲導犬が不足している状況です。弊社は、1984年より盲導犬育成事業への寄付を

行っておりますが、一頭でも多くの盲導犬が希望者の手に渡ることを願い、これからも様々な支援を継続して参ります。 

 

このような弊社の一連の活動は 3 月26 日（日）付のフジサンケイ ビジネスアイでも紹介され、「地域密着型の社会貢献活動に 

精力的な金融機関」として評価いただいております。 今後も、私たちを応援し育てて下さった社会への「感謝の気持ち」を具現化 

するべく、社員一人ひとりが積極的に社会貢献活動に取り組んで行く所存です。 
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Ⅳ．個人投資家向け IR説明会実施のお知らせ 

  

   弊社は今期より下記の通り全国3 ヶ所において、個人投資家向けの IR 説明会を開始致します。 

【名古屋】  日 時： 5 月18 日（木） 午後1 時30 分～午後2 時30 分 

会 場： 中電本店ビル内 中電ホール 

 

【 東京 】  日 時： 5 月20 日（土） 午後1 時20 分～午後2 時5 分   

会 場： 東京証券会館 

 

【 大阪 】  日 時： 5 月26 日（金） 午後1 時30 分～午後2 時30 分 

会 場：  毎日新聞ビル内 オーバルホール 

    

名古屋と大阪につきましては、日本証券業協会 証券教育広報センター（中部支部：052-251-3891 関西支部：

06-6202-3188）、 東京の方は、株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ（東京IPO・IR 事務局：03-3560-5469）のご協力に

より開催の運びとなっておりますが、お蔭様をもちまして会場によりましては既に満員御礼とさせていただいております。 

2006 年3 月末時点での個人株主様の総数が対前年同期比で倍増している点も念頭に入れまして、弊社は今後とも機関投資

家のみならず、個人投資家向けのIR活動もより一層充実させ、国内外において迅速かつ継続的なフェア・ディスクロージャーを

実施することによって、企業としての透明性を更に高めて参ります。 

 

 

 

 

 

小学生向けバレーボール教室を開催 

V リーグ所属女子バレーボールチームの武富士バンブーが、4 月 1 日（土）に栃木県

鹿沼市において、バレーボール教室を開催致しました。 このイベントは鹿沼市と粟野

市の合弁事業の一環として企画されたもので、石原監督以下スタッフ5名と選手20名が

参加。会場となった鹿沼市総合体育館のフォレストアリーナには、260 名の小学生バレ

ーボーラーと指導者の方々が集い、盛況の内に交流を深めることができました。 

 

第55 回黒鷲旗全日本バレーボール選手権大会に出場 

  武富士バンブーは 5 月1 日（月）に開幕した、第55 回黒鷲旗全日本バレーボール選手権大会に出場致しました。 当大会 

では高校生から V リーグ所属チームまで、男女32 チームずつが一堂に会して力を競い合いました。 バンブーは惜しくも準決勝 

において、久光製薬スプリングスに敗退し第3 位となりましたが、吉澤智恵選手がベスト 6 を、石川友紀選手が新人賞に当たる 

若鷲賞を獲得するなど、今後に向けて実りある大会となりました。 今回の成績に満足することなく、更に上を目指し努力して参り 

ますので、どうか引き続き温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。 

 

       【試合結果】 

5 月2 日（火） 予選グループ戦  対 三菱東京UFJ 銀行戦 3-0 で勝利 

5 月3 日（水） 予選グループ戦  対 福岡教育大学戦  3-0 で勝利 

5 月4 日（木） 決勝トーナメント 1 回戦 対 三洋電機大阪戦  3-0 で勝利 

5 月5 日（金） 決勝トーナメント 2 回戦 対 茂原アルカス戦  3-1 で勝利 

5 月6 日（土） 決勝トーナメント準決勝 対 久光製薬スプリングス戦 1-3 で敗退   ※第3 位確定 
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