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Ⅰ. 第 40 期中間決算発表及び決算説明会のご案内  
 

2007 年3 月期中間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11 月1 日（水） 午後3 時 

  会 場 ： 東京証券取引所 兜クラブ 

【決算説明会】 日 時 ： 2006 年11 月2 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 11 月6 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、 

多数の皆様のアクセスをお待ちしております。  

 

Ⅱ. 2006 年 9 月度営業 

2006 年9 月度の営業結果は、以下の通りです。 （尚、9 月度は中間決算月のため速報値ベースとなっております） 

弊社では常にコンプライアンスを最重視し、機会ある毎に法令遵守意識の強化を図っております。先月の月次 IR でもお伝え

したように、本社及び全国各地の研修センターにおいて3日間（9月13日～15日）に渡り、個人情報の保護を主体とした全社を

挙げての「クレーム撲滅研修」を実施した結果、クレーム・苦情の件数が半減致しました。 これも徹底的な法令研修を継続して

きた弊社の姿勢が、お客様にご理解いただけたからこそと考えております。 今後も創業精神である「感謝の気持ち」と企業理

念としての「お客様第一主義」を再徹底し、社会から一層の信頼を獲得できますよう誠心誠意努力して参ります。 

一方では法改正の動向を鑑み、お客様のニーズにきめ細かくお応えするべく、魅力ある多様な商品開発を進めております。 

その一環として、今までお取引いただいたお客様を対象とする金利21.535％の新商品「ロイヤル」プランの販売を今月より開始 

し、お蔭様を持ちまして好評を博しております。引き続き、バラエティに富んだ商品をご提供することによってお客様の利便性を

更に向上させ、新規獲得チャネルを拡充すると共に、既存のお客様のご利用も促進して参ります。 また、「積極的な静観」との

スタンスでカード事業を始めとする提携や M&A も前向きに検討しつつ、新規ビジネスへの取り組みを含めたビジネスモデルの

再構築を推進し、「笑顔の接客」の元気一番をモットーに全社的なモチベーションアップと活性化を図り、企業としての透明性と

株主・企業価値を高めて行く所存です。 

 （単位：百万円） 2005 年9 月 2006 年3 月 2006 年9 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 1,577,078 1,540,046 1,518,789 -3.7% -1.4% 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 440 494 577 31.1% 16.8% 
総口座数 2,404,389 2,322,917 2,268,706 -5.6% -2.3% 
新規口座獲得数 23,530 21,894 19,413 -17.5% - 
店舗数  ※スピード無人受付機含む 1,888 1,898 1,896 (+8) (-2) 

 内有人店舗 523   523 523 (0) (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 1,888   1,888 1,886 (-2) (-2) 

  ※弊社では 6 月末、9 月末、12 月末、3 月末の四半期毎に貸倒償却を実施しております。 
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Ⅲ. 「携帯￥en むすび」サービス開始のお知らせ                             

 

 弊社は 9 月28 日（木）より、カメラ付き携帯電話（NTT DoCoMo の特定機種）から新規のお申し込みとご契約ができる 

「携帯￥en むすび」サービスを開始致しました。 本サービスの導入により、お客様は時間や場所を問わずお申し込み 

手続きを完了することが可能になり、急なご入用にも一層スピーディな対応ができるようになりました。  

詳細につきましては、ニュースリリースをご参照下さい。 

  

Ⅳ. 「消費者信用団体生命保険」取り扱い中止のお知らせ 

 

  弊社は「消費者信用団体生命保険」(以下「団信」)を10月31日（火）付で解約し、11月1日（水）以降は新規加入手続 
きの取り扱いを中止することと決定致しました。創業以来「お客様第一主義」を旨として、きめ細かなサービスを提供して 
参りましたが、今回の措置は当業界を取り巻く環境の変化やお客様の価値観の多様化が進む中で、団信加入の要否に対する 
お客様のお考えやサービスの在り方等を総合的に勘案した上で決定させていただきました。 
今後の取り扱いにつきましては、お客様及びご遺族の皆様の状況を十分に考慮し、適法に対応させていただきます。 

 

Ⅴ. 「健全な家計管理のための支援サービスサイト」を開設 

 

 株式会社武富士、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 コンシュー 

マー・ファイナンス株式会社（以下「7 社」）は、ご利用者や消費者の方々が自発的に金銭感覚を確認し、自らの消費行動・意識に 

潜むリスクファクターへの「気づき」と、家計収支の改善による健全な家計管理を支援するための専用サイトを 10 月2 日（月）に開設 

致しました。 この「健全な家計管理のための支援サービスサイト」は 7 社各社のホームページにリンクを設定すると共に、「安全な

利用のための情報発信」の一環として、7 社の店頭や ATM コーナー等で配布・掲示しております啓発リーフレット「借り入れ前の 

チェックブック」及び「啓発ポスター」にて専用URL：http://kakei-shindan.jpを告知し、お客様へのご案内を促進して参ります。 

         

         飲酒運転撲滅キャンペーンを実施！ 
  飲酒運転に起因する重大な事故が多発し深刻な社会問題化する中、弊社は飲酒運転の撲滅と未然防止を目的として、全社員 

（派遣・嘱託及パート社員を含む）に対し、飲酒運転をしないことを約束する「宣誓書」の提出を求めました。 弊社は従来より、コン 

プライアンスへの取り組みを含むCSR活動を継続的に展開して参りましたが、今後も業務中・業務外を問わず全社的に法令遵守を 
強化・徹底し、更に積極的に企業の社会的責任を果たして行く所存です。 

5 代目「武富士ダンサーズ」デビュー！ 
軽快な BGM「シンクロナイズド・ラブ」でおなじみの「武富士ダンサーズ」のメンバーが一新されました。 5 代目となる今回の 

メンバーは、200 人のプロダンサーからオーディションにより選び抜かれた 8 名。弊社ホームページのダンサーズウェブ・サイト

（www.dance-ch.tv） で公開されている待望の新CM では、ミュージック・クリップ界の巨匠、竹石 渉氏が監督を務めています。 

弊社の企業イメージである「若さと躍動感」を表現するべく、1991 年に結成された

武富士ダンサーズは、1998 年、2001 年、2005 年のメンバー交代を経て、華麗さや

激しさ、健康美を増したダンスを提供し続けて来ました。9月30日（土）より15秒の、

10 月中旬からは 30 秒と 2 分超の CM とメイキング映像がサイト上で公開されると共

に、ダンサーズによるプログも毎週更新される予定です。輝く清白のコスチューム

をまといシャワーが交錯する斬新なステージでのダンスは、熱気に溢れ迫力満点。

パワフルかつ華麗に踊る、5 代目武富士ダンサーズを是非ご覧下さい。 
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