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Ⅰ. 第 40 期決算発表及び決算説明会のご案内 

 

2007 年3 月期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    ： 2007 年5 月10 日(木) 午後3 時    

 会場    ： 東京証券取引所 兜クラブ 

【決算説明会】 日時    ： 2007 年5 月11 日(金) 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 分 
      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 5 月16 日(火)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。 
※ 尚、3 月度の営業関係数値につきましては、決算月となるため当項目は削除させて頂き、決算発表の際に併せて 
ご報告申し上げます。 

 

Ⅱ.  CSR 活動への取り組みについて 

弊社は、創業精神である「お客様第一主義」のもと、本業を重視し広く社会に貢献・還元することをＣＳＲ経営の根幹と考

え現在様々な方策を推進しております。 「お客様」により一層のご満足を頂けるよう 「接客ビデオ」 の編集・作成、更には

「お客様」の声を経営に反映するため、外部調査機関による「顧客満足度調査」アンケートを実施し、その結果を公表させて

頂く所存であります。今後も、お客様、株主様、お取引先並びに地域の皆様を始めとするステークホルダーとの関係に一層

配慮した更なる透明性の高い CSR 経営を推進して参ります。 
 
能登半島地震被災地に対する義援金寄付等について 
先月3 月25 日に発生した能登半島地震において、被災された方々への支援として、石川県共同募金会へ 30 万円の義

援金をお送り致しました。また、特に大きな被害を被った石川県輪島市門前町と穴水町の避難所へは近隣の七尾支店から、

eco ティッシュ 10 箱（5000 個）をお届けさせて頂きました。地震対策本部や避難されている方々から、「大変ありがたい」と

感謝の言葉を頂いており、私たちが日頃、街頭で配布させて頂いているポケットティッシュが、避難されている方々にとって

少しでもお役に立つことが出来たことは、喜ばしく思っております。 
 

  社会的責任投資指標「FTSE Good Global Index」銘柄に引き続き選定 
弊社は平成 14 年 3 月以来、英国の株式指数開発会社「FTSE インターナショナル」の社会的責任投資指標である

「FTSE4 Good Global Index」に採用されております。銘柄選定基準は、国際的に企業の責任を適正に果たしているとの、

幅広い合意に基づいて設定され、 広範囲な市場関係者による審議プロセスを経て、責任あるビジネス遂行及び社会的責

任投資の基準を反映し続け、更に進化するように当基準は定期的に見直されております。今般平成１９年３月度の年次見直

しにより、当社は引き続き継続の認定を受けました。今回の結果は、弊社を応援し育てて頂いた社会への「感謝の気持ち」

を具現化するべく、従来より継続して参りましたＣＳＲ活動が客観的に評価されたものと考えております。 
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Ⅲ． 新テレビ CM 放映開始のお知らせ  

~“セミナー講師役”に江本孟紀さん~ 
弊社は、新テレビ CM の放映を 4 月24 日(火)より全国で順次開始致します。今回放映する新CM は、「セミナー・エントランスホ

ール」編。プロ野球解説者であり、長年、参議員議員としてもご活躍された江本孟紀さんをセミナー講師役に起用し、真摯にわかり

やすく、キャッシングの正しい知識をより明快にお伝えする内容となっております。また江本講師の台詞に合わせて、懸垂幕に書

かれたキャッシングの知識をビジュアルでも伝えていきます。 
今回の新CMは、ご利用頂くお客様に対して、キャッシングの正しい知識をご理解頂くための啓発CMです。 キャッシングの際、

「契約内容のご確認」 「収支と支出のバランスを大切に」 「無理のない返済計画」の重要性を明確に視聴者にお伝えし、ご利用さ

れるお客様にキャッシングに関する適切な知識をご理解頂くというコンセプトになっております。 新 CM も皆様に親しんでいただ

ければと希望しております。 

 
 

 

 
 

武富士バンブーが V・プレミアリーグ第４位確定！ 
V・プレミアリーグ、レギュラーラウンドは 3 月 31 日(土)に全日程を終え、「武富士バンブー」は 19 勝 8 敗で 3 位となり、2 年

連続3 度目のファイナルラウンド進出を決めました。 
ファイナルラウンドは 4 月6 日(金)にパイオニアレッドウイングス、7 日(土)に JT マーヴェラス、8 日(日)に久光製薬スプリング

スと対戦致しました。初戦のパイオニア戦はレギュラーラウンドでは 3 戦全勝していましたが、相手のペースに阻まれ 1-3 で惜敗。

第2 戦の JT 戦も同じくセットカウント 1-3 で 2 連敗を喫してしまいました。しかしレギュラーラウンドでは 1 度も勝っていない第3
戦の久光製薬には 3-1 で勝利を収めることが出来、一矢を報いることが出来ました。この結果 1 勝 2 敗で惜しくも優勝決定戦に

は進めず、15 日(日)に 3 位決定戦を「さいたまスーパーアリーナ」にてパイオニアレッドウイングスと対戦し、セットカウント 1-3 で

惜しくも敗れ、この結果 2006/07 シーズン V・プレミアリーグ第4 位が決定致しました。 
個人別ランキングでは、最多得点・アタック決定本数でエステス・イェヴゲーニャ選手、サーブ効果率で足立留美選手、サー

ブレシーブ率で和久山志恵理選手が上位にランクイン致しました。また個人別表彰選手では、新人賞に石川友紀選手、40 回大

会記念特別表彰に足立留美選手が記念表彰されました。この特別表彰は、チームの輝かしい栄光と伝統を築き上げた選手の功

績を顕彰するものであり、二人の益々の活躍が期待されます。 
今年の武富士バンブーはシーズン序盤からエステス選手を中心に攻撃力に厚みを増し、前半戦は開幕 5 連勝を含め 11 勝

3 敗と好スタートを切り波に乗りましたが、ファイナルラウンドでは本来の力を発揮する事が出来ず、4 年ぶりの優勝決定戦への

出場は叶いませんでした。しかし発足 6 年で 3 度のファイナルラウンド進出、うち準優勝(2002 年度)、3 位(2005 年度)、4 位

(2006 年度)と安定したチーム力を誇っております。また今シーズンも皆様の温かいご声援に支えられ、チームとして大きな飛躍

を成し遂げる事が出来ました。来シーズンこそは、この悔しさをバネに、武富士バンブー初の日本一という目標に向かって頑張

って参りますので、更なるご声援の程をよろしくお願い致します。 
【セミファイナルラウンド結果】      
4 月6 日(金)有明コロシアム 対パイオニアレッドウイングス 1-3 で●   
4 月7 日(土)有明コロシアム 対JT マーヴェラス 1-3 で● 
4 月8 日(日)有明コロシアム 対久光製薬スプリングス 3-1 で○ 
【3、4 位決定戦】 
4 月15 日(日)さいたまスーパーアリーナ 対パイオニアレッドウイングス 1-3 で● 
     


