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Ⅰ.  年頭のご挨拶   

    2007 年の年頭にあたり、皆様に謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 昨年は弊社にとって創業 40 周

年の節目に当たる年でしたが、消費者金融業界を取り巻く経営環境が一段と厳しさを増す年でもありました。 

利息返還請求の急増に加え、12 月には更に規制強化の進んだ貸金業法改正案が成立し、特に、法定上限金

利の大幅な引き下げと年収の3分の1を超える貸付を原則禁止する総量規制の導入が、当業界の収益基盤やビジネスモデルを

著しく毀損することが懸念されています。 施行後 2 年半後に実施されるとはいえ、一刻も早く改正法の趣旨に沿った新たなビジ

ネスモデルを構築することが全社的な火急の課題であり、営業戦略・資本政策の再検討のみならず、経費面でも徹底したコスト

意識に基づき抜本的見直しを図り、より一層の「効率経営」を推進して行く所存です。 

 また、弊社には創業以来培ってきた「無担保・無保証・小口」に関する独自のノウハウとシステム、「お客様第一主義」を念頭に

置き「感謝の心」に基づいた真心の接客応対、徹底的な社員教育の賜物である強固な営業力があります。 更に、潤沢な自己資

本に裏付けられた磐石な財務基盤を保持しております。 今後もこれらの強みを活かして、カード事業を始めとするリテール分野

での M&A や業務提携を積極的に検討し、有担保事業・事業者ローン・保証業務など多角化推進により収益源を多様化しつつ、

消費者金融業をコアに「総合リテール金融機関」を目指して参ります。 そして、本年を更なる飛躍のための土台作りの年とする

べく、社員一同創業精神に立ち返り、スクラムを組み一丸となって業務に邁進して参ります。 

一方、コンプライアンス（法令遵守）体制の更なる強化が急務であるとの認識に立ち、各役職員が「法の番人」となり「規則厳守」

を再徹底して参ります。 消費者金融業界においてはカウンセリング及び貸金業協会につきましても、自浄作用の

働く組織としての機能強化や一層の健全化が求められる時代になってきています。 大手の一角として可能な限り

協力させていただければと考えております。 加えて、良き企業市民として社会的・公的使命をより積極的に果たす

べく、法令遵守に主眼を置いた「信頼される武富士運動」を展開すると共に、CSR （企業の社会的責任）活動の 

更なる拡充のため「CSR 推進室」を設置致しました。 詳細につきましては、リリースをご参照下さい。  

本年も引続き、ご指導・ご鞭撻の程を、よろしくお願い申し上げます。 

                                                                       

Ⅱ.  2006 年 12 月度営業概況 

12 月度の営業結果は、以下の通りです。 尚、12 月度は第3 四半期決算月のため速報値ベースとなっており、

詳細につきましては、1 月31 日（水）に予定されている第3 四半期の業績発表の際に開示させていただきます。 

12 月は一般的に賞与月に当たり、消費者金融業界のお客様もまとまった金額をご返済される傾向が強まります。 このような

状況はご利用者の計画性と堅実性の現われであり、多くの場合において健全な家計管理が行われていると考えております。 

    また、前述のビジネスモデル転換の一環として、店舗網のスリム化・効率化を進めておりますが、決してお客様の利便性やサ

ービスの低下を招くことのないように細心の注意を払いながら実施し、お客様の多様なニーズに的確に応えて参ります。 

（単位：百万円） 2005 年12 月 2006 年3 月 2006 年12 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 1,563,859 1,540,046 1,496,655 -4.3% -2.8% 

割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 477 494 593 24.3% 20.0% 

総口座数 2,383,015 2,322,917 2,229,292 -6.5% -4.0% 

新規口座獲得数 17,460 21,894 13,402 -23.2% ― 

店舗数 1,898 1,898 1,785 (-113) (-113) 

 内有人店舗 523 523   523 (0) (0) 

 内無人店舗 1,364 1,364 1,217 (-147) (-147) 

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 44 (+34) (+34) 

無人契約機設置数 1,888 1,888 1,741 (-147) (-147) 

※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.  社会貢献活動への取り組みについて 

プレミアリーグ岡山大会、越谷大会に児童福祉施設の子供たち 89 名をご招待 

弊社では、社会福祉施設で暮らす子供たちが夢と感動を体験する機会を持って欲しいとの願いから、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」の試合観戦を始めとして、日米野球や愛・地球博などのイベントに 

子供たちを招待しております。 これまでに延べ 98 の施設から 836 名を招待し、多数のお礼の手紙やカードを頂いております。 

  1 月6 日（土）に開幕した今シーズンも、1 月7 日（日）の岡山大会「対パイオニア レッドウィングス戦」と 1 月14 日（日）の越谷 

大会（埼玉県）「対岡山シーガルズ戦」に、11 施設から計89 名を招待させて頂きました。 子供たちは間近で見る選手たちの迫力 

あるプレーの数々に歓声を上げ、応援団と共に声援を送ったり、応援用バルーンを鳴らしたり、心から観戦を楽しんでいました。 

また、施設内でもバレーボールの練習や遊びができるように、各施設に一つずつ記念のソフトバレーボールをプレゼント致しま 

した。 弊社では今シーズン 6 大会に 250 名を招待する予定です。  

過去の招待実績は以下の通りですが、その他の社会福祉施設への支援全般につきましては、社会貢献サイトをご参照ください。 

 

時期 イベント 招待者人数 

2004 年11 月 イオン・オールスターシリーズ2004

日米野球 

200 名 

（100 名×2 試合） 

2004 年11 月 第11 回V リーグ金沢大会 37 名 

2004 年11 月 第11 回V リーグ秋田大会 38 名 

2004 年12 月 第11 回V リーグ前橋大会 45 名 

2004 年12 月 第11 回V リーグ越谷大会 13 名 

2005 年1 月 第11 回V リーグ福岡大会 25 名 

2005 年1 月 第11 回V リーグ京都大会 38 名 

2005 年2 月 第11 回V リーグ川越大会 57 名 

2005 年春～夏 愛・地球博 100 名 

2005 年9 月 第12 回V リーグ大阪大会 40 名 

2005 年10 月 第12 回V リーグ前橋大会 50 名 

2005 年12 月 第12 回V リーグ深谷大会 58 名 

2006 月1 月 第12 回V リーグさいたま大会 74 名 

2006 年1 月  第12 回V リーグ天童大会 7 名 

2006 年2 月  第12 回V リーグ町田大会 54 名 

                                                           

     
 

 

今シーズンのV・プレミアリーグがついに開幕。 武富士バンブーは1月6日(土)～8日(月・祝)の3連戦において東レ アローズ、 

パイオニア レッドウイングス、トヨタ車体クインシーズと対戦し、すべてセットカウント 3－1 で勝利を飾りました。 続いて 13 日(土)、 

14 日(日)にはホームグラウンド越谷市立総合体育館にデンソー エアリービーズ、岡山シーガルズを迎え、各々3-0、3-1 と快勝。 

開幕5 連勝を上げ、得失点差で 2 位の久光製薬スプリングスを上回り首位につけております。 

個人別でもアタック決定本数と最多得点でエステス・イェヴゲーニャ選手、サーブ効果率で田向友美選手がトップにランクイン。 

開幕前に石原監督が「今年こそ初戦を勝って波に乗りたい」と力強く語っていた以上に、絶好の開幕ダッシュを決め、ファイナル 

リーグ進出、そして念願の初優勝に向けてチームのムードも盛り上がっております。 是非会場に足を運び、皆様の温かいご声援 

をよろしくお願い申し上げます。  

     


