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Ⅰ. 第 40 回定時株主総会のご報告    

2007 年 6 月 28 日(木)午前 10 時より弊社本店会議室におきまして、255 名の株主様にご参加頂き、第 40 回

定時株主総会を開催致しました。お蔭様ですべての決議事項に関しまして、ご承認・ご賛同を頂き、午前10 時

59 分に無事終了致しました。株主の皆様より貴重なご意見、温かいご声援を賜り、心よりお礼申し上げます。引き続き弊社は、お客様、

株主様、投資家様、お取引先様などステークホルダーの方々のご期待にお応えするべく、本業の無担保ローン事業を核に個人向け金

融サービス分野において収益源の多様化を推進し、株主価値の最大化を図ってまいります。今後とも何卒ご指導・ご鞭撻の程をよろしく

お願いいたします。 
 

Ⅱ.  平成 19 年度お客様満足度調査の実施について    

 
弊社では創業以来「効率経営」、「お客様第一主義」の経営理念の下、常にお客様の立場に立った接客応対の徹底と利便性の向上に努

めて参りました。昨年より、より一層の顧客サービスの向上を目指し、「お客様のご利用満足度調査」を実施いたしております。本年は、

去る 4 月20 日(金)より 5 月10 日(木)まで、弊社全国主要100 支店の店頭で調査票の配布を行い、店頭もしくは郵送でご回答を頂いた

ものと、インターネットを通じての調査を行いました。合計で約800 名の方々にアンケートのご協力を頂き誠にありがとうございました。 
調査の結果、「総合利用満足度」において昨年を 12.0 ポイント上回る 68.4%を獲得、「ご返済のしやすさ」・「契約時における社員の対応

(言葉遣いなど)」などで高い評価を頂く事が出来ました。今回の結果に甘んずることなく、今後も創業理念である「お客様第一主義」の再

徹底を通じ、接客応対の更なる良化、お客様の多様なニーズにお応えする商品の研究開発、利便性の向上、法令遵守、コンプライアン

ス体制の一層の強化等を図り、より一層お客様にご満足頂けるように企業努力を行ってまいります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅲ. 6 月度営業の概況 

2007 年6 月度の営業結果は以下の通りです。尚、6 月度は第1 四半期決算月のため、速報値ベースとなります。 
7 月 6 日(金)に改正貸金業法の政令案・内閣府令案が金融庁から公表されました。この度の貸金業法は、今までの「行為規制」に加え、

「意識規制」が加わったとも言われております。つまり「一人一人の社員の言動」が問われる法律であります。弊社では、現在第２号施行

への対応を主としたプロジェクトチームを発足させ、法律改正に伴う諸規則の変更、業務の見直しに着手いたしております。 
今般の法改正にあたり、日常業務運営において問題解決型の内部管理・監督体制のしくみを構築し、弊社業務に対する誇りと更なるコ

ンプライアンスの意識・向上を図り、より一段高いレベルのコンプライアンス体制を構築し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化・

徹底を図ることが大変重要と考えています。弊社を含め業界全体が、お客様をはじめステークホルダーの皆様より更なる信用・信頼を得

られる企業を目指して業務に邁進して参りたいと考えています。 
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今後、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早急の課題であり、営業戦略のみならず、経費面でも再

度コスト削減の抜本的な見直しを図り、より一層の「効率経営」を推進して行く所存です。個人向け金融サービス分野においてご利用の

お客様とのご縁を大切に、ホスピタリティに溢れるきめ細かなサービスを提供し、より多くのお客様に愛され親しまれる武富士を目指して

参ります。 
 

（単位：百万円） 2006 年6 月 200７年3 月 2007 年6 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 1,528,282 1,431,848 1,409,357 -7.8% -1.6% 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 536 582 598 11.6% 2.7% 
総口座数 2,296,098 2,125,599 2,087,768 -9.1% -1.8% 
新規口座獲得数 19,119 18,430 15,297 -20.0% -17.0% 
店舗数  ※ 1,896 1,729 1,656 (-240) (-73) 

 内有人店舗 523 471 400 (-123) (-71) 
 内無人店舗 ※ 1,372 1,257 1,255 (-117) (-2) 

 内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0) 
無人契約機設置数 ※ 1,896 1,729 1,656 (-240) (-73) 

※スピード無人受付機含む 

 

Ⅳ. 第一四半期業績概況発表について 

第一四半期の決算発表につきましては、来る平成19年8月3日（金）に第一四半期財務・業績の概況、補足説明資料、プレゼンテーシ

ョンの決算サマリーを弊社ＩＲホームページ上（http://www.takefuji.co.jp/corp/index.html）で開示させて頂きます。 
 

 

 Ⅴ． 平成 19 年度版会社概要、ファクト＆フィギュアの発行について 

弊社では企業としてのメッセージと経営の現状を明確に伝えることを基本方針として、様々な機会を通じて迅速かつ継続的なディスクロ

ージャー(情報開示)を推進しております。この度、2007 年度版の会社概要(和文)、アニュアルレポート(英文)の作成に当たりまして、 
昨今の CSR(企業の社会的責任)活動が益々重要性を増している事に鑑み、CSR レポートとの合冊を企画いたしております。 
従来より発行いたしております弊社の業績や業務の状況を分かりやすくグラフ化したファクト&フィギュアも同時期に発行する予定でご

ざいます。なお発行後のホームページ上の掲載は和文版が 7 月下旬から 8 月上旬に、英文版は 8 月下旬の予定でございます。 
投資家の皆様を始めステークホルダーの方々が、これらの情報を通じて弊社に対するご理解を深めて頂ければと願っております。今後

も透明性とコーポレート・ガバナンス体制の更なる向上を目指して、積極的にディスクロージャーを実施して参ります。 
 

 

Ⅵ． 外薗取締役、日刊ゲンダイ記事掲載 

平成19年6月27日(水)の日刊ゲンダイのコラム「わが社のイチ押しウーマン」の欄に弊社外薗明子新任取締役兼執行役員が紅一点の

取締役として取り上げられました。同取締役は故郷の鹿児島で生まれ育ち、鹿児島いづろ支店長、鹿児島ブロック長を経て、昨年平成

18 年 9 月より本社勤務となり現在に至っております。 コラムでは、入社当時の感想、今日までの営業経験、営業店時代の接客応対の

心構えなどが紹介されました。また、出勤前の街頭ティッシュ配布を今でも毎朝の日課とし、「融資をお断りするお客様にも丁寧に」を信

条に、6 月28 日(木)より役員生活をスタートしております。 
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Ⅶ．CSR 活動への取り組みについて 

環境省主催のライトダウンキャンペーンに参加 
6月24日(日)に全国で行われた環境省主催の「ブラックイルミネーション2007」に弊社も参加致しました。これは環境

省が地球温暖化防止のため、夏至の日を中心にライトアップ施設や家庭の電気の消灯を呼び掛けている、「CO2 削

減/ライトダウンキャンペーン」の一環として2003年から始まったイベントです。今年は特に6月24日の夜を、「ブラッ

クイルミネーション2007」とし20～22時の2時間、全国のライトアップ施設の消灯が呼びかけられました。弊社も昨年

に引き続き、東京・銀座及び大阪・道頓堀の2ヶ所の宣伝・広告用のネオンサインのライトダウンを実施いたしました。 
 
 
 
 

 
 
 
武富士バンブー サマーリーグ 
V・プレミアリーグ所属女子バレーボールチーム、武富士バンブーが 7 月6 日(金)から 8 日(日)までの 3 日間、千葉県柏市沼南(しょうな

ん)体育館で行われた日本サマーリーグ・一次リーグ東部女子大会に出場致しました。この大会で上位 2 チームに入りますと 9 月 8 日

(土)、9 日(日)に大阪(詳細未定)で行われる決勝大会に出場が決まります。 
6 日(金)には、KUROBE アクアフェリーズ、上尾メディックスと対戦し、KUROBE アクアフェリーズにはセットカウント 2-0 で勝利したも

のの、上尾メディックスには 1-2 で惜敗を喫してしまいました。7 日(土)には日立佐和リヴァーレ、柏エンゼルクロスと対戦し、柏エンゼル

クロスには危なげなく勝利しましたが、同じ V・プレミアリーグ所属の日立佐和リヴァーレには接戦の末 0-2 で勝利をつかむことが出来ま

せんでした。8 日(日)には再度上尾メディックス、PFU ブルーキャッツと対戦し、上尾メディックスには 2-0 で勝利をし、金曜日の雪辱を

果たせましたが、PFU ブルーキャッツには 0-2 で惜しくも敗退となりました。この結果、3 勝3 敗で 5 位となり、9 月の決勝大会に駒を進

めることが出来ませんでした。今回の大会は若手中心でチームを構成し、選手にとっては貴重な経験として今後の武富士バンブーの勝

利に貢献してくれるものと思います。今後も皆様の温かいご声援が選手の励みとなりますので、引き続き応援の程よろしくお願い致しま

す。 
 
山梨でシッティングバレー教室を開催 
6 月 17 日(日)、武富士バンブーが山梨県中巨摩郡昭和町の総合体育館においてバレーボール

教室を開催いたしました。今年初めてのバレーボール教室ということもあり、選手、スタッフ共に楽

しみにしていたイベントでもありました。今回のバレー教室は、山梨県の JOC カップ出場選手と県

内の中学生約40 名にご参加頂き、武富士バンブーからはスタッフ、選手ほぼ全員が参加致しまし

た。教室はスパイクなど全体の技術指導、ポジション別の指導、そして最後には質問コーナーなど

も行われ、地元のみなさんとの交流も深まり大変有意義なイベントとなりました。 
 
井村選手、五十川選手が勇退 
武富士バンブーでキャプテンも務め、チームの司令塔でもあった井村仁美選手(アイ)、サイドアタッカーとして活躍した五十川葉子選手

(レン)が勇退することになりました。井村選手、「V リーグというトップの場所でバレーボールが出来た事、そしてバンブーで素晴らしいス

タッフや選手に出会えた事は私にとって、とても財産となりました。今後は九州に戻り指導者を目指して頑張りたいと思います。本当にあ

りがとうございました。」五十川選手、「小学生からバレーを始めて、約 18 年間本当に色々な事がありました。バレーを通して皆さんと出

会えた事、こんな素晴らしいスタッフや選手に巡り合えた事は私にとって全てが宝物であり財産となりました。みなさん本当にありがとうご

ざいました」と語っています。今後のお二人の益々のご活躍を期待したいと思います。 
 


