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  Ⅰ. 第 40 期決算概要    

弊社は 5月10日(木)、東京証券取引所 兜クラブにおいて 2007年3月期(第40期)の決算発表を実施致しま

した。また、翌11日(金)には「六本木アカデミーヒルズ 49」タワーホールにて決算説明会を開催し、250名の機

関投資家、アナリスト並びに報道関係の方々のご来場を賜ることが出来ました。改めて御礼申し上げます。 
2007 年3 月期の決算概要及び 2008 年3 月期の業績予測は以下の通りです。 
【主要数値及び損益】（単体） 

項目 06 年3 月期 0７年3 月期 増減率（％） 0８年3 月期計画 

 

増減率（％） 

営業貸付金残高（百万円） 1,540,046 1,431,848 

 

▲7.0 1,320,348 

（1,115 億円減） 

▲7.8 

口座数（件） 2,322,917 2,125,599 ▲8.5 1,938,099 

 （187,500 件減） 

▲8.8 

新規顧客数（件） 263,303 220,525 ▲16.2 205,000 ▲7.0 

貸倒償却額（百万円） 108,504 100,279 ▲7.6 92,500 ▲7.8 

貸倒償却率（％） 7.04 7.00 ▲４ｂｐ 7.00 0 

償却済債権回収額（百万円） 6,559 5,284 ▲19.4 3,300 ▲37.5 

差引後、貸倒償却率（％） 6.62 6.63 １ｂｐ 6.76 13bp 

営業収益（百万円） 349,766 328,045 ▲6.2 288,800 ▲12.0 

営業費用（百万円） 262,948 493,884 87.8 234,000 ▲52.6 

営業利益（百万円） 86,817 -165,839 － 54,800 133.0 

経常利益（百万円） 89,766 -165,726 － 53,300 132.2 

当期利益（百万円） 39,080 -481,377 － 53,200 111.1 

第40 期 決算短信（連結・個別）へ          第40 期 決算補足資料（単体）へ  

お陰様で弊社は、お客様・ステークホールダーの方々に支えられ昨年創業 40 周年という節目の年を迎えました。その節目の年、去る

12 月には貸金業法改正案が成立し、消費者金融業界を取り巻く環境が一段と厳しさを増す年でもありました。 
第40 期決算におきまして、店舗の統廃合を含めた効率経営の推進、お客様の利便性向上の為、携帯電話で契約出来る 「携帯￥en む

すび」 サービスの導入、イーバンク銀行株式会社との業務提携による 「携帯キャッシング簡単申込」 サービスの開始など、 IT ツール

を活用した消費者金融サービスの充実に努めて参りました。更に、積極的なＣＳＲ活動を展開し、本年 1 月に従来の社会貢献室を進化・

発展させる形で、社内横断的な CSR 推進室を設置致しました。業績面におきましては、利息返還請求の急激な増加により、利息返還損

失引当金繰入額を上期に特別損失として2,720億円、下期に営業費用として2,905億円、合計5,625億円計上したこと等により創業以来

初めて当期損失4,814 億円を計上致しました。 

第 41 期につきましては、上限金利の引き下げ、総量規制を控え、与信の厳格化に伴う営業貸付金残高が前期比 1,115 億円減の 1 兆

3,203億円と減少すること等により、営業収益は前期比392億円減少の2,888億円となりますが、71店舗の有人店舗統廃合を更に進め、

広告宣伝費の削減等のコストダウン策を図り、利息返還費用640億円を差し引いた当期利益は532億円と大幅に黒字を回復する見込み

であります。今後とも環境の変化を見据えて検討を重ねて参ります。当業界のみならず銀行・信販系業界も含めた更なる顧客獲得競争

の激化は必至であり、今後の動向は予断を許さない状況と考えております。弊社ではこのような変化をビジネスチャンスと前向きに捉え、

今後もコアビジネスを中心とし、お客様に親しまれ愛される小口金融としての使命を果たしていく所存であります。 

Ⅱ.  個人投資家向け説明会の開催    

 

弊社は 5 月19 日（土）、東京証券会館にて昨年に続き 2 度目の開催となる個人投資家向け説明会を開催致しました。この度は 

株式会社フィナンティック・コミュニケーションズのご協力も頂き、おかげさまを持ちまして約200 名の個人投資家にご来場頂き、会場

は満員となりました。改めて御礼申し上げます。 

弊社は今後とも機関投資家のみならず個人投資家向けの IR 活動をより一層充実させ、国内外において迅速かつ継続的なフェア・

ディスクロージャーを実施することにより、企業の透明性を高めていく所存でございます。 
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Ⅲ.  200７年４月度営業概況 

4 月度の営業結果は下記のようになりました。新しい期のスタートでありますが、厳しい状況のスタートとなりました。 

短期的には、上限金利の引き下げ、総量規制の導入等様々な変化・変更が予見され、今後は銀行、信販系も含めた厳しい競争が予

想されます。「柳に雪折れなし」と言われるように、これらの変化・変更に柔軟に対応し、いち早く先手を打って最善の策を実行しお

客様のニーズに応えていくことが重要と考えています。効率的な広告宣伝を推し進め、店舗展開においては、お客様の利便性を損

なうことのないよう注意を払った上で更なるスリム化・効率化・統廃合を進め、8 月末における有人店舗 360 店舗の有効活用を図って

参ります。弊社では従来よりお客様からのご相談、ご意見につきまして、誠心誠意かつ迅速に対応させて頂いておりますが、更なる

顧客満足度の向上に鋭意努めて参りたいと考えております。 「お客様第一主義」 の企業理念の再徹底、伝統・文化の継承、貸金業

規制法、顧客情報等の個人情報の取扱い等に関する全社員を対象とした定期的な研修の推進等、お客様の信頼性を高めるべく、

全社一丸となってスクラムを組み、企業価値の更なる向上を図って参ります。またコーポレートガバナンスとコンプライアンスを経営

の最重要課題と位置付け、1件の苦情・クレームが会社経営に重大な影響を与えるとの認識の下、基本に忠実に全社員を対象とした

研修を実施しており、昨年の9月から四半期ごとに実施し、これまで計4回実施しております。直近では、5 月21日から23 日にかけ

て実施致しました。 

長期的には、ノンバンクセクターは2年半後貸金業法が完全施行され、全てが同じ土俵に立つことが予想されます。胸を張って正々

堂々と業務に当たり、苦情の撲滅に全社を挙げて取り組み、皆さまの「眉を伸ぶ」よう内部管理体制と法令遵守意識を強化・徹底し業

務に邁進して参ります。 

（単位：百万円） 2006 年4 月 200７年3 月 2007 年4 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 1,542,238 1,431,848 1,432,744 ▲7.1 0.06 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 476 582 566 18.9 ▲2.7 
総口座数 2,324,328 2,125,599 2,129,018 ▲8.4 0.2 
新規口座獲得数 18,187 18,430 16,346 ▲10.1 ▲11.3 
店舗数  ※スピード無人受付機含む 1,897 1,729 1709 (-188) (-20) 
 内有人店舗 523  471 451 (-72) (-20) 
 内無人店舗※ 1,373 1,257 1257 (-116) (0) 
 内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0) 
無人契約機設置数 1,887 1,629 1609 (-278) (-20) 

 

 

Ⅳ.  ＣＳＲ活動への取り組みについて 

CSR(社会的責任)ウェブサイトを開設 
5 月9 日(水)弊社ホームページに CSR(社会的責任)のウェブサイト( http://www.takefuji.co.jp/csr/index.html)を開設いたしました。 
４年前に社会貢献室を設置して以来、地道に社会貢献活動・環境保護活動を行って参りましたが、近年企業価値の測定において 
ＣＳＲ活動の重要度が益々高まり、また企業の広範囲な部分をカバーすることをも踏まえ、今般ＣＳＲサイトを開設いたしました。 
弊社のＣＳＲ概念は創業理念そのものであり、コーポレート・ガバナンス、コンプライアンス、情報セキュリティ、及び社会貢献活動の実績

等さまざまな最新情報を今後ＣＳＲサイトを通じて発信して参りたいと考えております。弊社は国民の皆様の生活を支え、社会に貢献す

ることを使命と捉え、身近な金融機関としてその責務を果たして参りました。お客様を始め、広く社会に貢献・還元することをＣＳＲ経営の

根幹に捉え、様々な社会的課題に取り組みながら堅実且つ健全な経営を今後実践して参ります。 
第3 回武富士ボランティア月間開催 
平成１７年度より、4 月下旬からの一ヶ月間を「武富士ボランティア月間」と定め、社員のボランティア活動への参加を奨励し支援する活

動を行なっています。第三回目を迎えた今回は海岸や公園の清掃活動、遺児学生が主催するボランティアウォーク、盲導犬募金活動 
協力に 200 名を超える社員が参加する予定です。 
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①海岸清掃 2007.4.21 
神奈川県鵠沼海岸で開催されたクリーンアップ全国事務局主催の海岸清掃「2007 春クリーンアップキャン

ペーン」に 社員と家族 34 名が参加致しました。昨年、一昨年に続き 3 回目の参加協力となった今回は、

残念ながら強風のためせっかく拾ったゴミも飛んでいってしまうような状況でしたが、それでも地元の方々、

他の企業の方々など 200 名近くが集まり、主にタバコの吸殻やプラスチックの破片のゴミ拾いを行ないました。 
 
②盲導犬普及街頭募金キャンペーン 2007.4.29～5.27 
4 月29 日からの一ヶ月間、関東・東北の主要都市で行なわれている財団法人日本盲導犬協会主催の「春の盲導犬普及街頭募金 
キャンペーン」に社員が参加し、募金協力の呼び掛けを行ないました。4 月 30 日に JR 千葉駅前での活動に参加した社員 3 名は「大勢

の方が募金に協力して下さり、人の優しさに触れました」「小さなお子さんが 10 円玉を握り締めて募金をして

くれるのを見て感動しました」などと話しています。同協会によると、日本で活躍している盲導犬の数は 952
頭（平成18 年3 月31 日現在）ですが、全国では約7800 人の視覚に障がいのある方が盲導犬を希望してお

り、まだまだ盲導犬が不足している状況です。弊社は、昭和 59 年より盲導犬育成事業への寄付活動を行っ

ていますが、一頭でも多くの盲導犬が希望者の手に渡ることを願い、今後も様々な支援を行って参ります。 
 
 
 
 
第56 回黒鷲旗全日本バレーボール選手権大会に出場 
武富士バンブーは、5月1日(火)から開幕した、第56回黒鷲旗全日本バレーボール選手権に出場致しました。当大会では高校からV・

プレミアリーグ所属チームまで、男女 16 チームずつが一堂に会して力を競い合いました。バンブーは 1 日(火)に嘉悦大学と対戦し、セ

ットカウント3-0で勝利するも、2日(水)には日立佐和リヴァーレに1-3で惜敗。3日(木)に東レアローズと対戦し3-2で勝利致しましたが、

東レアローズ、日立佐和リヴァーレと三つ巴となり、惜しくもセット率の差で決勝トーナメントへ進むことは出来ませんでした。しかし来シ

ーズンに向けて手ごたえをつかんだ大会となりました。会場では沢山のご声援を頂きありがとうございました。今後も武富士バンブーは

更に上位を目指して努力して参りますので、どうか引き続き温かいご声援をよろしくお願い申し上げます。 
【試合結果】 
5 月1 日(火) 予選グループ戦 対嘉悦大学  3-0 で勝利 
5 月2 日(水) 予選グループ戦 対日立佐和リヴァーレ 1-3 で敗退 
5 月3 日(木) 予選グループ戦 対東レアローズ  3-2 で勝利 
    ※セット率差で予選グループ敗退 
 
武富士バンブー期待のニューフェイスを紹介します!! 
武富士バンブーにフレッシュなメンバーが加わりました。大型のサイドアタッカー・砂田遥選手と、実戦経験豊富なセッター・平井真栄選

手です。お二人のコメントとして砂田選手「武富士バンブーの見学をさせて頂いた際、チームの雰囲気がとても良く、スタッフの方々の

熱心な指導や、整った施設に惹かれ入部を決めました。これからリーグ優勝を目指し、出来る限りのことをしていきたいです」。平井選手

「チャレンジリーグの KUROBE アクアフェアリーズから移籍してきました。より高い技術を身につけ、チームのレベルアップに貢献して

いきたいです。年齢は少し上ですが少しでも早くチームに慣れるよう新人のつもりで頑張ります」、とコメントしています。若さと高さを誇

る砂田選手、経験豊富な平井選手の加入により、チーム内での争いも一層激しさを増すと同時に武富士バンブー全体のレベルの底上

げにも繋がることと思います。今後の武富士バンブーの貴重な戦力として成長が楽しみな二人の活躍に是非ご期待下さい。 
    
                                                                 

                                                                                                  

砂田 遥選手 すなだ はるか ルナ 
No.18 
181 センチ/サイドアタッカー/大成女子高 
（茨城）/茨城県出身 

平井 真栄選手 ひらい まさえ アマ 
No.11 
165 センチ/セッター/東九州龍谷高 
（大分）/福岡県出身 


