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Ⅰ.  2007 年 3 月期第 1 四半期業績の概要  
 弊社は 7 月28 日（金）、2007 年3 月期第1 四半期の業績を発表致しました。 概要は以下の通りです。 

【主要数値及び損益】 （単体） 

項目 05 年6 月 06 年6 月 増減率（％） 07年3月期計画 計画達成率（％） 

営業貸付金残高（百万円） 1,573,831 1,528,282 ▲2.9 1,555,046 ▲78.4 

口座数（件） 2,420,345 2,296,098 ▲5.1 2,356,217 ▲80.5 

新規顧客数（件） 66,852 59,748 ▲10.6 355,000 16.8 

貸倒償却額（百万円） 20,488 22,534 10.0 102,000 22.1 

貸倒償却率（％） 1.30 1.47 17bp 6.56 22.4 

償却済債権回収額（百万円） 1,672 1,524 ▲8.9 6,300 24.2 

差引後、貸倒償却率（％） 1.20 1.37 17bp 6.15 22.3 

営業収益（百万円） 87,629 85,919 ▲2.0 349,800 24.6 

営業費用（百万円） 62,773 79,618 26.8 233,400 34.1 

営業利益（百万円） 24,855 6,302 ▲74.6 116,400 5.4 

経常利益（百万円） 25,898 6,127 ▲76.3 115,500 5.3 

当期利益（百万円） ▲17,383 3,728 - 68,300 5.5 

第1 四半期財務・業績の概況 （連結・個別）へ            第1 四半期業績補足資料 （単体）へ 

   第1四半期の消費者金融業界におきましては、最高裁判所による取引履歴開示の実質的な義務付けや「みなし弁済」要件に係 

わる解釈厳格化の影響等により、過払金の返還請求額が大幅に増加しました。更に来年実施予定の業法改正に向けて、グレー 

ゾーンの撤廃や上限貸出金利の見直し等が議論され、予断を許さない状況となっておりますが、上限金利の急激かつ大幅な引 

下げはお客様のアベイラビリティの低下、ひいては消費や景気面でもマイナスの影響を招きかねないと懸念されています。この   

ような情勢下、弊社はコンプライアンス及びコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化・徹底を図ると共に、厳格な与信基準を

継続し債権の質の良化に注力しております。 今後も「お客様第一主義」を始めとする「創業者精神」を継承しつつ、管理業務に

おけるクレームの発生が当業界において深刻なダメージに繋がるとの認識に基づき、社内管理規則の更なる強化と管理体制の

再徹底を実施し、多重債務等の諸問題に対しても全社的な融和団結の下スクラムを組み、細心の配慮を払い対応して参ります。  

   当期の営業収益はほぼ計画通りに推移しましたが、利益ベースでは少なからず遅れが生じております。これは、今後の過払金 

返還請求に備え、新たに 84 億円の利息返還引当金を保守的に積み増したこと等によるものです。中間期及び通期の業績予想 

につきましては、関連法制の改正等の不確定要素が多いことから、状況を更に慎重に検討した上で改めて開示する予定です。 

 
Ⅱ. 2006年7月度営業概況 

 7 月は一般に賞与月に当たり、消費者金融業界のお客様も通常月より多い金額を健全かつ計画的にご返済される傾向が高まる

という季節要因が見られます。更に、啓発的テレビ CM 放映を中心とした「ストップ！借りすぎ」キャンペーンを展開していることも

あり、当月末の営業数値は月間目標を幾分下回る結果となりましたが、弊社と致しましては個社の営業伸長より総合的な業界健全

化を重視しております。今後も消費者金融業を愛する専業者として、法改正における総量規制導入も視野に入れつつ、無担保融

資限度額100万円を厳守し、「無担保・無保証・小口」のビジネスモデルを時代に即した形に進化・発展させることにより、お客様の

ニーズと利便性に合致する良質なサービスの提供に務めて参ります。 

 （単位：百万円） 2005 年7 月 2006 年3 月 2006 年7 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 1,578,667 1,540,046 1,532,283 -2.9% -0.5% 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 391 494 526 34.5% 6.5% 
総口座数 2,424,550 2,322,917 2,300,388 -5.1% -1.0% 
新規口座獲得数 20,944 21,894 18,242 -12.9% ― 
店舗数  ※スピード無人受付機含む 1,890 1,898 1,896 (+6) (-2) 

 内有人店舗 526 523 523   (-3) (0) 
 内無人店舗※ 1,363 1,374 1,372 (+9) (-2) 

 内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0) 
無人契約機設置数 1,890 1,888 1,886 (-4) (-2) 
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Ⅲ.  CSR 報告書「CSR Report 2006」発行のお知らせ 

 

 7 月27 日（木）付で連結子会社を含めた武富士グループ全体の CSR（企業の社会的責任）活動状況をまとめた 

「CSR Report 2006」を発行すると共に、企業案内＆IR サイト上でも公開致しました。弊社は 2003 年12 月のコンプ 

ライアンス統轄室に続き、2004 年4 月には社会貢献室を設置し、2005 年4 月に 2005 年度版CSR 報告書を作成。 

今回の改訂版では主として、2006 年3 月期における社会貢献活動や環境保護活動に加えて、全社的に強化して 

いる情報セキュリティ、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス及び情報公開への取り組み等についてご報告 

しております。 今後も多様なチャンネルを通じてステークホルダーを始めとする皆様に、弊社の CSR 方針や活動 

実績・計画をご紹介し、CSR の分野においてもより透明性の高い「開かれた武富士」の実現を目指す所存です。 

 

Ⅳ.  社会貢献活動への取り組み 

  

7 月豪雨災害被災地に対する義援金寄付について 

 弊社は7月15日（土）から24日（日）に発生した集中豪雨災害で、被災された方々への支援として、最も被

害の大きかった長野県、鹿児島県、宮崎県の共同募金会に対して各50 万円、計150 万円の義援金をお送り

致しました。また、鹿児島県出水市とさつま町の避難所に、近隣の鹿児島川内支店から eco ティッシュを 4 箱

（2,000 個）お届け致しました。弊社が日頃街頭で配布しているポケットティシュが、ささやかですが避難され

ている方々のお役に立てることができ嬉しく思うと共に、引き続き積極的に「私たちができる社会貢献活動」を実行して参ります。 

 

Ⅴ.  海外主要紙への IR 広告掲載のお知らせ 

 
弊社では企業としてのメッセージと経営の現状を明確に伝えることを基本方針として、

様々な機会やメディアを通して情報発信を実施しております。 

今年度は 5 月 8 月（月）付のフィナンシャル・タイムズ及びウォール・ストリート・ジャーナ

ル紙上に前期（2006年3月期）の決算概要をフルカラー全面広告で掲載したのに続いて、

8 月 7 日（月）に当第 1 四半期の業績概要をモノクロで公表致しました。 金融関係を中心

に世界各国に多数の読者を持つ両紙への掲載により、幅広い層の投資家の方々に弊社

へのご理解を深めていただく機会が得られるものと期待しております。 今後も、迅速かつ

継続的にフェア・ディスクロージャー（公平な情報開示）を推進して参ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

シッティングバレー交流会を開催 

7 月17 日（月・祝）に V リーグ女子バレーボールチームの武富士バンブーが、ホームグラウンド

である埼玉県杉戸町の武富士バンブー体育館において「シッティングバレー」（下肢の不自由な

方が座ったままで行うバレーボール）の「技術指導＆交流会」を実施致しました。 今回のイベント

は「千葉パイレーツ」のメンバー男女19 名及び「福島ブリッカーズ」の男子7 名を対象としたもので、

以前からシッティングバレーへの練習協力を行ってきた武富士バンブーが、関係者からのご要望

に応える形で開催されました。 バンブーからは石原監督、安保コーチを含むスタッフ 8 名と選手

16 名が参加。 午後の親善試合では熱戦の末バンブーが敗れるという場面もあり、盛況の内に交

流を深めることができました。 

訃報 
弊社の創業者で元代表取締役会長の武井保雄氏が、8月10日（木）に肝不全の為逝去（享年76歳）されましたことを

お知らせ致します。ご訃報に接し故人の生前のご功績を偲びつつ、謹んでご冥福をお祈り申し上げます。 


