
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 

  

 

         

2006 年6 月15 日  vol.6６-6 

Ⅰ. 第 39 回定時株主総会のご案内  

第39 回定時株主総会を、下記の通り開催致します。 6 月13 日（火）に株主の皆様に、総会招集のご通知を発送 

させていただきました。弊社に対するご理解を深めていただけますよう、役員一同、株主様のご質問には誠心誠意 

お答え致しますので、株主の皆様におかれましてはどうかご出席を賜りますようお願い申し上げます。 

 日時 / 場所 ：  2006 年6 月29 日（木） 午前10 時 / 東京都新宿区西新宿8 丁目15 番1 号 弊社本店会議室 

会議の目的事項 ：  報告事項  １．第39 期営業報告書、貸借対照表及び損益計算書報告の件 

     ２．第39 期連結貸借対照表及び連結損益計算書並びに会計監査人及び 

監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 

         決議事項  第1 号議案 第39 期利益処分案承認の件 

第2 号議案 定款一部変更の件   

     第3 号議案 取締役9 名選任の件 

     第4 号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 

Ⅱ. 定款一部変更並びに取締役の人事に関するお知らせ 

 6 月6 日（火）開催の取締役会において、定款一部変更並びに取締役の人事を内定致しました。 両議案とも 6 月29 日（木） 

の定時株主総会における承認を経て、その後に開催される取締役会において正式決定の予定です。 新体制の下でも弊社は、 

総量規制導入の可能性も鑑み多重債務防止の観点から、引き続き無担保融資限度額 100 万円を厳守し、「規則を守って出す業

績が本物」との認識の下、コンプライアンスとコーポレート・ガバナンス体制をより一層強化・徹底して参ります。 ひいてはそれが、

株主様への利益還元に繋がり日本経済にも貢献できると考え、更に資本の有効活用を図りつつ、株主価値の最大化を推進して

行く所存です。詳細につきましては、「定款一部変更に関するお知らせ」と「取締役の人事に関するお知らせ」をご参照下さい。 

Ⅲ. 2006 年 5 月度営業概況 

 （単位：百万円） 2005 年5 月 2006 年3 月 2006 年5 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 1,586,447 1,540,046 1,547,616 -2.4% 0.5% 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 370 494 503 35.9% 1.8% 
総口座数 2,451,463 2,322,917 2,331,985 -4.9% 0.4% 
新規口座獲得数 23,510 21,894 22,442 -4.5% ― 
店舗数  ※スピード無人受付機含む 1,892 1,898 1,896 (+4) (-2) 

 内有人店舗 527 523 523   (-4) (0) 
 内無人店舗※ 1,364 1,374 1,372 (+8) (-2) 

 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 1,886 (-6) (-2) 
消費者金融業界では後述の通り、弊社を含む大手 7 社が 6 月 10 日（土）より、「ストップ！借りすぎ」メディア･キャンペーン」を

展開しております。 このような環境下におきましては、積極的に営業戦略を推進するよりも、コンプライアンスを最重視した内部

統制システムを更に整備し、多重債務の防止と債権の質の良化に注力すべきと考えております。 具体的には、ご利用に際して

お客様のご希望を伺った上で、厳格な与信基準に沿って無理なくご返済いただける融資を実行すると共に、リボルビング返済に

おいても融資額50万円以内の場合は最長3年間、50万円超では最長4年間と、お客様のご負担を極力軽減する返済期間を設

定し、説明しております。また、法令研修につきましては、6月14日（水）～16日（金）の3日間に渡り全国でテストを実施し、その

後、全社的に役職・レベル別診断研修や勉強会を開催するなど、より一層の法令遵守意識の浸透を図り、関係法令は元より社内

規則を厳守し一切の法令違反やクレームを発生させぬよう、最善を尽くしております。 加えて、「お客様第一主義」の創業精神

を再徹底し、お客様のご要望に精一杯お応えすると同時に、社員の潜在能力を引き出すエデュケーションを通じて働くモチベ

ーションやモラルを高め、企業体としての総合的なレベルアップを図りつつ、企業価値の更なる向上を目指して参ります。 
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Ⅳ. 「ストップ！ 借りすぎ」メディア・キャンペーンを開始 

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は、本年3月28日（火）発表の「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」の一環として、多重債務問題など資金需要者に関わる諸

問題の予防及び計画的にご利用いただくための啓発を目的とし、6月10日（土）よりテレビコマーシ

ャルの放映を中心とした「借りすぎ防止キャンペーン」を開始致しました。上記 7 社は消費者金融大

手として、健全で活力ある市場の構築を目指して今後も引き続き、消費者保護・救済策を協働で検

討並びに実践して参ります。「借りすぎ防止キャンペーンの実施概要」及び、これまでの「自主的取り組みの進捗状況」の詳細に

つきましては、6 月9 日（金）発表のリリースをご参照下さい。 

 尚、弊社と致しましては、今後も過剰貸付を未然に防止するべく、お客様の立場に立ったカウンセリングを強化し、企業としての 

説明責任を的確に果たして参ります。更に、無担保・無保証・小口のビジネスモデルに基づき、お客様への「アベイラビリティ」を 

引き続き重視すると共に、多様なお客様の最新ニーズの変化にも常に迅速に対応できますよう、営業姿勢や業務体制につきま 

しても、更に磨きをかけて行く所存です。 

Ⅴ．社会貢献活動への取り組み  「武富士ボランティア月間」 

① ボランティア・ウォーク 5 月14 日（日）  

地球規模での遺児支援を訴える啓発活動として、年 2 回、全国約 80 のコースで一斉に

行われている恒例のボランティア・ウォークイベント「あしながＰウォーク 10」が 5 月

14日（日）に開催され、弊社も東京・日比谷会場に16名、大阪城会場に22名、計38 名

の社員が参加致しました。「あしながＰウォーク10」は、財団法人あしなが育英会で奨学

金を受けている遺児の奨学生らが中心となり、企画から参加者への呼び掛けや寄付集め、

その他の全ての準備を自分たちの手で行っているイベントです。 30 回目を迎えたこの

日も全国で約1万人の参加者が、コースの途中に設けられたパネル展示など様々な企画を楽しみながら10キロのコースを 
踏破致しました。 弊社は遺児支援を目的に、1995年より同イベントへの寄付と2004年より社員の参加協力を行っており 
ますが、今後も単なる資金面での援助にとどまらず、強い意欲を持ったボランティアによる社会貢献活動を積極的に展開 
して参ります。 

② 森林ボランティア体験 5 月21 日（日） 

昨年に引き続き、東京都環境局とＮＰＯ法人森づくりフォーラムが主催する「多摩の

森・大自然塾」の体験講座に社員 8 名が参加致しました。この日の作業は、参加者の参

加回数に応じて 6 グループに分けられ、樹木の成長を妨げる下草刈りや森林活動をスム

ーズに行うため、除伐して不要になった木材を使って行う道造り、切り取られた木材が

そのまま乱雑に放置された場所の整理などを行いました。弊社では昨秋より「森林ボラ

ンティアクラブ」を発足し、社員有志で活動を実施しておりますが、「ボランティア月間」

などの機会を通して参加者を増やし、運動を一層活発化して行く所存です。 

    Ⅵ.  個人投資家向け IR 説明会に関するご報告 

弊社は 5 月 18 日（木）、20 日（土）、26 日（金）の 3 日間に渡って名古屋、東京及び大阪の全国 3 ヶ所において、個人投資家

向けの IR 説明会を開催致しました。 個人投資家の皆様を対象としたセミナーの開催は、弊社と致しましては初めての試みで

したが、主催者である日本証券業協会 証券教育広報センター及び株式会社フィナンテック・コミュニケーションズ社のご協力

により、お蔭様をもちまして盛況の内に、3 会場で合計1,100 名を超える皆様のご来場を賜ることができました。 心より感謝申し

上げます。 

また、各会場におきましては、弊社のトップマネジメントより「消費者金融業界と武富士の現状

と展望」について直接説明させていただき、個人投資家の皆様にご理解を深めていただくこと

ができたと考えております。 更に、ご来場者からも活発にご意見やご質問が寄せられるなど、 

盛況の内に幕を閉じることとなりました。 弊社は今後とも国内・海外並びに個人・機関投資家を

問わず、より一層積極的にIR活動を推進し、あらゆる機会を通じてタイムリーかつ透明性の高い

ディスクロージャーを継続して参ります。 


