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Ⅰ.  2006 年 11 月度営業概況   
11 月末の営業貸付金残高は営業店ベースで約137 億円の月間伸長を記録し、先月から 2 ヶ月連続で営業目標 

に対して順調に推移致しました。 これも皆様の温かいご理解やご支援のお陰と深く感謝し、今後も「お客様第一 

主義」の企業理念の下、お客様の多様なニーズに的確にお応えし利便性を高めるべく、全社一丸となってスクラムを組み業務に

邁進して参ります。 

一方、12月13日（水）の参議院本会議において、法定上限金利の引き下げ（10万円未満：20％、100万円未満：18％、100万

円以上15％）及び総量規制（年収の3分の1を超える貸付の原則禁止）を含む貸金業法改正案が可決されました。 これらの規

定は 2009 年末に施行が予定されており、当業界のビジネスに多大な影響を及ぼすことは避けられない事態となっております。    

弊社では法改正後の新体制に即した効率的なビジネスモデルへの転換を急務と捉え、経営戦略チームを発足させ、営業・調

達・システムなどあらゆる面に渡り抜本的な見直しを実施し、徹底的にコストカットを図りつつ経営全般の更なる合理化・スリム化

を推進しております。  

また昨今は、いわゆる「おまとめローン」など無担保で高リスクの大口融資が増加傾向にありますが、弊社は引き続き無担保ロ

ーンにおいては与信限度額 100 万円を基本とし、慎重な営業姿勢でリスク分散を図って行く所存であり、この施策は総量規制

が導入された際のインパクトを軽減する効果もあると考えております。 

更に、コンプライアンス意識の浸透・向上と社内管理体制の再徹底がより重要性を増してくることを改めて認識し、下記の通り

「コンプライアンス体制のより一層の充実」に向けた様々な取り組みを実施しております。 コンプライアンス体制の強化・充実は、

日々の努力の積み重ねが不可欠であることを念頭に置き、全役職員一同が法令遵守に関して更なる徹底を図って参ります。 

 （単位：百万円） 2005 年11 月 2006 年3 月 2006 年11 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 1,598,768 1,540,046 1,542,059 -3.5% 0.2% 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 450 494 578 28.5% 17.0% 
総口座数 2,431,086 2,322,917 2,284,341 -6.0% -1.6% 
新規口座獲得数 25,426 21,894 18,377 -27.7% - 
店舗数  ※スピード無人受付機含む 1,898 1,898 1,896 (-2) (-2) 

 内有人店舗 523   523 523 (0) (0) 
 内無人店舗 1,364 1,364 1,342 (-22) (-22) 

 内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0) 
 スピード無人受付機 10 10 30 +20 +20 

無人契約機設置数 1,888   1,888 1,866 (-22) (-22) 
 

Ⅱ. コンプライアンス体制のより一層の充実について   

 

弊社では従来よりコンプライアンスを CSR（企業の社会的責任）経営上の最重要課題と位置付け、2003 年にコンプライアンス

統轄室を設置し、社外有識者を招聘してコンプライアンス委員会を発足させるなど、法令遵守に関わる枠組みや態勢の確立に

注力すると共に、全社的にコンプライアンス体制の強化・充実を促進して参りました。 コンプライアンス委員会及びコンプライア

ンス統轄室が推進する重点施策は、重大な事故・違反などの未然防止並びに、万が一発生した際の是正・改善措置及び再発防

止策の審議・立案などです。更に、社会から信頼される企業として透明性とコーポレート・ガバナンスを維持・向上させ、経営に

係わる様々なリスクの最小化を図ることも、実効性の高い「コンプライアンス経営によるリスク管理」には不可欠です。 今般その

一環として、以下のような取り組みを実施したことをご報告させていただきます。 詳細につきましてはリリースをご参照ください。 

1．「コンプライアンス・オフィサー」資格の取得：貸金業者に求められる法令知識及び法令遵守意識を向上させるべく、2004 年

度より社員の「コンプライアンス・オフィサー」資格（社団法人・金融財政事情研究会主催）の取得を積極的に奨励して参りまし

たが、本年度新たに 730 名が加わり、累計で 1,693 名となりました。 

2．全社員を対象とした研修の実施：本年9月13日（水）～15日（金）に営業店及び本社管理部2,773名を対象とした「クレーム

撲滅研修」（個人情報保護を主体）を実施。 更に、11 月 8 日（水）には全支店長 438 名を対象とした法令遵守研修を行い、12

月19 日（火）～21 日（木）には法令知識とコンプライアンス意識向上を目的とした全社員研修を実施致しました。 

3．交渉履歴マニュアルの作成：社内規定・社内マニュアル充実の一環として、お客様との交渉経過をより正確かつ詳細に記

録するための「交渉履歴マニュアル」を作成し、去る 11 月22 日（水）に全営業店に対して配布致しました。 
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Ⅲ. 海外 IR 活動のご報告 

 

弊社は 2006 年11 月22 日（水）から 24 日（金）までの 3 日間、ロンドンにおいて本年度第1 回目の海外 IR

活動を、続いて11 月27 日（月）から12 月1 日（金）までの 5 日間に渡り米国で第2 回海外IR活動を実施致し

ました。 今回は 2005 年 2 月以来 1 年 9 ヶ月ぶりの海外 IR となり、法改正に向けての動きが大詰めを迎える

中、海外の株主並びに投資家の皆様のご関心が極めて高く、盛況の内に各地で活発な質疑応答が繰り広げ

られました。 ロンドンではメリルリンチ日本証券株式会社主催の投資家フォーラム「侍コンファレンス」を中心

に 28 社・延べ 46 名の、米国ではニューヨーク、ボストン、デンバー、ロサンジェルス、シアトル、サンフランシ

スコの 6 都市を巡り、40 社・延べ 65 名の方々と面談することができました。 

この度の海外IR 活動においては、既に弊社の株式・社債を保有されている機関投資家のみならず、 

新規投資を検討されている皆様にも多数のご参加をいただき、当業界の現状や法改正により想定

される影響、新たなビジネスモデルを含めた弊社の中長期戦略及び資本政策などについて直接、

代表取締役兼社長執行役員の近藤光よりご説明させていただきました。 これら一連のミーティング

を通じて、株主・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。 引き続き

国内外並びに個人・機関投資家を問わず、より一層積極的に IR 活動を展開すると共に、様々な機

会を活かしてタイムリーかつ透明性の高いフェア・ディスクロージャー（公平な情報開示）を継続して行く所存です。 

 

Ⅳ. 社会貢献活動への取り組み 

 

社員対象に盲導犬セミナーを開催 ～盲導犬支援グッズも同時に販売 

「盲導犬が果たす役割をもっと多くの社員に知ってもらいたい」との考えから、12 月 14 日（木）弊社本社で社員を対象に盲導犬セミ

ナーを開催致しました。盲導犬の育成・普及を行う財団法人日本盲導犬協会の方々を講師としてお招きし、参加した約 130 名の社員

が見守る中で、普及活動を担当するゴールデンレトリバーのハッピー君（3 歳半）が演技の相手役を務めました。盲導犬の訓練の仕

方・叱り方・褒め方、街で盲導犬と歩くユーザーの方を見かけたらどうすれば良いかなど、盲導犬に

ついて様々なことを学び、最後に代表取締役兼専務執行役員・社会貢献室長の武井健晃が目隠し

をしてハッピー君と共に歩行を体験。セミナー終了後、盲導犬のイラストをモチーフにした T シャツ、

バンダナ、カップ、キーホルダー、携帯ストラップなどの盲導犬サポートグッズの販売を行いました。

売上の一部は、盲導犬育成の費用として活用されます。 今回のイベントを通じて盲導犬が、視覚障

がい者にとっていかに大切な存在かを再認識致しました。 

また、弊社では営業店の責任者を始めとする社員に、「お客様と部下に対して毎日何か一つ良い行いをする」ことを奨励しており 

ます。 今後も社会への「感謝の気持ち」を具現化するべく、全社を挙げて地道に社会貢献活動を継続して参ります。 

 
 
 
 

エステス・イェヴゲーニャ選手再入団のお知らせ 
 この度V・プレミアリーグ（「Vリーグ」より改称）所属女子バレーボールチーム「武富士バンブー」は、エステ

ス・イェヴゲーニャ(旧姓 アルタモーノワ・イェヴゲーニャ)選手との契約を締結し、11 月18 日（土）より待望の

新戦力として迎え入れました。エステス選手は 4 年前の第9 回V リーグでも同チームに在籍し、準優勝に大

きく貢献してくれました。17 歳から数々の国際大会で活躍してきた同選手は、2004 年アテネオリンピックでも

主将としてロシア代表チームを銀メダルに導いた世界トップクラスの選手です。身長 193cm、最高到達点

325cm からのダイナミックな攻撃と、華麗な守備力を持つプレースタイルで、2007 年 1 月 6 日(土)開幕の

2006/07 シーズン V・プレミアリーグにおいても、めざましい活躍が期待されます。 エステス選手のニックネ

ームは「ジェーニャ」です。武富士バンブー並びにジェーニャに、皆様の温かいご声援をよろしくお願い致します。 


