
東京都新宿区西新宿 8-15-1   株式会社武富士   代表取締役兼社長執行役員 近藤 光 

(上場取引所：東京及びロンドン/東証コード番号：８５６４東証第 1 部) 

問合わせ先： IR 室    E-Mail : ir_info@takefuji.co.jp TEL:03-3365-8011 FAX:03-3365-8070 

株式会社武富士ホームページアドレス ： http://www.takefuji.co.jp/main.html 

   

 

                                                                                2007 年6 月1５日  vol.78-6 

   2007 年6 月21 日  vol.78-6 

Ⅰ. 第 40 回定時株主総会のご案内    

第 40 回定時株主総会を、下記の通り開催致します。6 月 13 日(水)に株主の皆様に、定時株主総会招集の

ご通知を発送させて頂きました。報告並びに決議事項につきましては、下記の通りでございます。弊社に

対するご理解を深めていただけますよう、株主の皆様におかれましては何卒ご出席を賜りますようにお願い申し上げます。 

   日 時 ：  2007 年6 月28 日(木) 午前10 時  

場 所 ： 東京都新宿区西新宿八丁目15 番1 号 弊社本店会議室 

 

〔会議の目的事項〕 

報告事項 １．第40期（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び

監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 
２．第40期（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）計算書類報告の件 

決議事項 
第１号議案 剰余金の処分の件 
第２号議案 取締役10名選任の件 
第３号議案 監査役２名選任の件 
第４号議案 補欠監査役１名選任の件 
第５号議案 会計監査人選任の件 
第６号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件 
第７号議案 故元代表取締役会長武井保雄氏に対し弔慰金贈呈の件 
第８号議案 当社株券等の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）承認の件 

Ⅱ.  取締役、監査役、執行役員人事に関するお知らせ    

5 月 24 日(木)開催の取締役会において、取締役、監査役、補欠監査役、執行役員の人事を内定致しました。今回の人事は 6 月 28

日(木)の定時株主総会後に開催される取締役会において正式決定の予定です(執行役員人事につきましては5月24日(木)開催の

取締役会において決定致しました)。新体制の下でも弊社は引き続き、「お客様第一主義」、「効率経営」の創業理念の下、コンプラ

イアンスとコーポレート・ガバナンス体制をより一層強化、徹底を図り、経営の透明性と健全性の向上を推進して行く所存です。また

様々な社会貢献、環境保護活動などの CSR 活動への取り組みの推進などを通じ、社会から一層の信頼を獲得することを目指し、

更に資本の有効活用を図りつつ、株主価値の最大化を推進して行く所存です。詳細につきましては「役員人事に関するお知らせ」

をご覧下さい。 

Ⅲ. 会計監査人の選任に関するお知らせ 

弊社は、5 月24 日(木)開催の取締役会において、平成19 年6 月28 日開催予定の第40 回定時株主総会に会計監査人の選任に関す

る議案を提出することについて決議致しましたのでお知らせいたします。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得て

おります。詳しくは 5 月24 日付けのニュースリリースをご覧下さい。 
弊社の会計監査人でありました中央青山監査法人（平成 18 年 9 月 1 日付で「みすず監査法人」へ名称変更）は、金融庁より平成 18
年7 月1 日から平成18 年8 月31 日までの 2 カ月間の業務停止処分を受けたため、平成18 年7 月1 日をもちまして、会計監査人と

しての資格を喪失し、弊社の会計監査人を退任いたしました。  
これに伴い弊社は、会社法第 346 条第 4 項及び第 6 項の規定に基づき、平成 18 年 7 月 1 日開催の監査役会の決議により、松本善

一公認会計士を一時会計監査人として選任するとともに、平成18 年9 月12 日開催の監査役会の決議により、みすず監査法人を一時

会計監査人として追加選任し、現在に至っております。つきましては、今後の監査体制その他を総合的に勘案し、新たに新日本監査

法人を会計監査人として選任する議案を上記株主総会に提出いたします。 

 



東京都新宿区西新宿 8-15-1   株式会社武富士   代表取締役兼社長執行役員 近藤 光 

(上場取引所：東京及びロンドン/東証コード番号：８５６４東証第 1 部) 

問合わせ先： IR 室    E-Mail : ir_info@takefuji.co.jp TEL:03-3365-8011 FAX:03-3365-8070 

株式会社武富士ホームページアドレス ： http://www.takefuji.co.jp/main.html 

Ⅳ. 200７年 5 月度営業概況 

2007年5月度の営業結果は以下の通りです。5月末の営業貸付金残高は営業伸長目標50億に対し、55億と計画通りの水準と 
なっております。また新規獲得件数も街頭ティッシュ配布姿勢及び、接客姿勢の見直し強化を行い、昨年 10 月以来の 2 万件を

超えることが出来ました。これは一重にお客様からの暖かいご支援の賜物であり、厚くお礼申し上げます。 
弊社では創業以来、「無担保・無保証・小口」の消費者金融サービスを提供する「身近な金融機関」として、本業に徹底して 
参りました。Ｍ＆Ａや保証業務には取り組まず、また子会社や関連会社による消費者金融も行っておりません。それが当社の 
優位性であると認識いたしております。今後は、金利の棲み分けによる垣根がなくなることが予想され、広く浅くをモットーに 
リスクの分散を図り、多数のお客様のニーズにきめ細かくお応えして参ります。 
創業理念である「お客様第一主義」の下、更なる接客応対の向上のため、接客ビデオを用いて再度接客応対の重要性を全社員が

認識をし、去る 6 月 12 日には全ブロックにおいて支店研修を行い、お客様に愛され親しまれる顧客満足度ナンバーワン企業を

目指し、一層貢献して行く所存です。社会から信頼される企業として透明性とコーポレート・ガバナンスを更に向上させると共

に、1 件の事故・クレームが会社の生死・倒産につながることを再度全社員が認識をし、全社的コンプライアンス体制の強化・

充実を促進し、法令遵守の更なる徹底を図って参ります。 

（単位：百万円） 2006 年5 月 200７年3 月 2007 年5 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 1,547,616 1,431,848 1,436,444 ▲7.2 0.32 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 503 582 578 14.9 ▲0.7 
総口座数 2,331,985 2,125,599 2,134,857 ▲8.5 0.44 
新規口座獲得数 22,442 18,430 20,026 ▲10.8 8.7 
店舗数  ※スピード無人受付機含む 1,896 1,729 1,698 (-198) (-31) 

 内有人店舗 523  471 441 (-82) (-30) 
 内無人店舗※ 1,372 1,257 1,256 (-116) (-1) 

 内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0) 
無人契約機設置数 1,886 1,629 1,598 (-288) (-31) 

 

 Ⅴ． 新商品のお知らせ ご新規のお客様対象の低金利(１５％～１８％)商品の販売について 

弊社は、健全な資金需要者のニーズに可能な限り、そして適切にお応えしていくことが消費者金融会社の社会的使命であると認識

をし、多様な商品のご提供に努めております。この度、その一環として、新たにご新規のお客様を対象とする商品のご提供を決定

致しました。詳細につきましては6月7日付けのニュースリリースをご覧下さい。今後も、お客様の資金ニーズに適正にお応えすべ

く、あらゆる金利帯の商品ラインアップを健全にご提供し、消費者金融会社の社会的使命を果たしてまいる所存でございます。 

 

Ⅵ． 平成 20 年 3 月期(第 41 期)配当予想に関するお知らせ 

弊社は、平成19 年5 月10 日に平成19 年3 月期(第 40 期)決算短信を公表いたしましたが、公表に際して未定としておりました平成

20 年3 月期(第41 期)の 1 株当たり配当予想につきまして、5 月24 日(木)付けの取締役会において決議いたしましたのでお知らせい

たします。詳細につきましてはニュースリリースをご覧下さい。 
弊社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題として位置づけ、長期安定的な利益配分を継続的に行い、株主の皆様に

報いることを基本と考えております。また内部留保につきましては、財務体質の更なる強化を図るとともに、顧客サービス充実のための

各種投資、並びに収益基盤の拡充のための戦略的投資にも活用し、中長期的な収益力の向上を図ることにより、株主還元の増大、株

主価値の最大化を目指してまいります。弊社を取り巻く環境及び業績予想等を踏まえ、慎重に検討いたしました結果、平成20年3月期

(第 41 期)の 1 株当たりの配当予想を年間 180 円とする(配当性向(連結)の予想は 47.3%となります)ことにより、株主の皆様への利益還

元に努めてまいります。 
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Ⅶ. 実質的ディフィーザンスの実施について 

弊社は、5 月24 日(木)に弊社既発国内無担保普通社債を対象に、300 億円の「実質的ディフィーザンス」を実施致しました。対象となる

国内無担保普通社債の詳細、当期業績への影響の説明につきましては、5 月24 日付けのニュースリリースをご覧下さい。 

Ⅷ．CSR 活動への取り組みについて 

第３回武富士ボランティア月間 

4 月下旬から約１ヶ月間行われた、武富士ボランティア月間も今年で 3 回目をむかえました。本年度はビ

ーチクリーン（神奈川県鵠沼海岸の清掃活動）、代々木公園の清掃、ボランティアウォーク、盲導犬街頭

募金活動を企画しました。遺児学生の企画するボランティアウォークでは昨年度の東京、大阪会場に引

き続き全国39 会場で 575 人の社員が参加致しました。 

代々木公園の清掃活動 

本年度からの企画である公園清掃（東京・代々木公園）には本社から 39 名が参加致しました。天候にも

恵まれ、1 時間余りでタバコの吸殻や空き缶など 360ℓ分のごみを回収し、参加した社員からも新緑が鮮

やかな公園の中での清掃活動は、すがすがしい気分になったとの声が多く寄せられました。 

ボランティア月間期間中の参加人数は全国で 669 人と昨年の 10 倍に達しました。今後も、引き続き期間中のみならず、地域の清掃活

動など様々なボランィア活動への社員の参加を奨励・支援して参ります。 

 

 
 

第 62 回国民体育大会埼玉県予選突破 
この度V・プレミアリーグ所属武富士バンブーは第62回国民体育大会埼玉県予選会1回戦を行いま

した。6 月 3 日(日)にホームグランドである武富士バンブー体育館にて南クラブ、チャレンジリーグ 3

位の上尾メディックスと対戦し、共にセットカウント 2-0 で圧勝いたしました。第 1 試合の南クラブ戦は、

5 月の黒鷲旗全日本男女選抜大会以来の約1 ヶ月ぶりとなる実戦となりました。その間長期休暇やコ

ンディショニング合宿などでバレーボールから遠ざかっており、序盤は緊張もあってか動きにやや硬

さが見られました。ゲームが進むうちに合宿の成果を感じさせる動きが出るようになり、個々の特徴あ

るプレーに結びつけることが出来ました。会場には沢山のファンの方々が応援に駆けつけて下さり、

新人の砂田選手(ルナ)も1,2セット共に終盤に出場し、長身を生かしたプレーで勝利に貢献。第2試

合(決勝戦)の上尾メディックス戦では、昨年の決勝戦で思わぬ苦戦を強いられ、その悪い思い出がよぎりました。第1 セットは 20 点あた

りまで厳しいゲームとなりましたが、徐々にペースを取り戻し第 2 セットは一方的な展開となりました。これからサマーリーグ予選、国体関

東大会ブロックと試合は続いてまいります。国体関東大会は 8 月 25 日（土）、26 日（日）に行われ、1 位で通過しますと 10 月 5 日（金）

～8日（月・祝）に秋田県大館市で行われる第62回国民体育大会への出場が決定いたします。これまでと同様、武富士バンブーは選手、

コーチ一丸となって一戦一戦全力で戦って参ります。今後も皆さんの温かいご声援が選手の励みとなりますので、今シーズンもどうぞよ

ろしくお願い致します。 


