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Ⅰ. 2008 年 3 月期第 1 四半期業績の概要 
 弊社は 8 月3 日(金)、2008 年3 月期第1 四半期の業績を発表致しました。概要は以下の通りです。 

項目 06 年6 月 07 年6 月 増減率（％） 08年3月期計画 計画達成率（％） 

営業貸付金残高（百万円） 1,528,282 1,409,357 ▲7.8  1,248,648 - 

口座数（件） 2,296,098 2,087,768 ▲9.1 1,938,099 - 

新規顧客数（件） 59,748 51,669 ▲13.5 205,000 25.2 

貸倒償却額（百万円） 22,534 29,016 28.8 146,700 19.8 

貸倒償却率（％） 1.47 2.06 - 11.1 - 

償却済債権回収額（百万円） 1,524 868 ▲43.0 3,300 26.3 

差引後、貸倒償却率（％） 1.37 2.00 - 6.76 - 

営業収益（百万円） 85,919 73,644 ▲14.3 288,800 25.5 

営業費用（百万円） 79,618 57,755 ▲27.5 234,000 24.7 

営業利益（百万円） 6,302 15,889 152.1 54,800 29.0 

経常利益（百万円） 6,127 16,469 168.8 53,300 30.9 

当期利益（百万円） 3,728 18,023 383.5 53,200 33.9 

第1 四半期財務・業績の概況(連結・個別)へ    補足説明資料(単体)へ    プレゼンテーション・単体ベースへ 
 
第 1 四半期におきましては、「減収・増益」の決算となりました。将来の新しいビジネスモデルを追求すべく同業他社間での様々な経営

統合、業態、業種を超えた競争激化の動きが見られる一方、足下では過払返還金の高止まり傾向が続くなど、業界の経営環境は依然と

して厳しい状況が続いております。このような情勢の下、弊社第１四半期におきまして、営業収益は、与信基準の厳格化などの影響もあ

り、73,644百万円（前年比14.3%減・計画達成率25.5%）、営業費用は、概ね予算通りに推移し、利息返還損失引当金に80億円積み増

しなどを行い 57,755 百万円（前年比27.5%減・計画達成率24.7%）となり, 営業利益は 15,889 百万円（前年比152.1%増・計画達成率

25.5%）、結果として法人税等調整額を含めた当期利益は、18,023 百万円（前年比 383.5%増・計画達成率 33.9%）と大幅な増益となり

ました。しかしながら、過払い請求件数が引き続き高止まり傾向が続くことや、新貸金業法の施行を控え、業界再編が急速に進展する可

能性もあり予断を許さない状況が続くものと考えております。 
弊社は厳格な与信基準を継続し債権の質の良化に努めるとともに、コンプライアンス及びコーポレートガバナンス体制の一層の強化・徹

底を図ってまいります。「お客様第一主義」の創業理念に基づいた接客応対や配布姿勢などを通じて、企業価値を高めるべく努力を続

けて参ります。更に管理業務におけるクレームの発生が当業界において深刻なダメージに繋がるとの認識に基づき、社内管理体制の

更なる強化と再徹底を実施し、多重債務等の諸問題に対しても全社一丸となりスクラムを組み、細心の配慮をしてまいります。 
 

Ⅱ. 7 月度営業の概況 

2007 年7 月の営業結果は以下の通りです。 
7 月は一般に賞与月に当たり、消費者金融業界のお客様も通常月より多い金額を健全かつ計画的にご返済される傾向があります。この

ような季節要因もあり、当月末における営業貸付金残高は月間目標を若干下回る結果となりました。これはお客様のご利用・ご返済計画

が健全かつ堅実であることを裏付けていると捉えております。 
弊社では、従来よりコンプライアンスを経営の最重要課題と捉え、様々な施策を実施して参りました。本年12月に施行される貸金業法に

おいて、禁止行為や取立行為、勧誘規制等が強化され、今まで以上にコンプライアンス体制の充実が求められ、今般、その対応策とし

て社内プロジェクトチームを当月 7 月に発足させました。具体的には内部管理体制の一環として 50 万円以上の貸付決済を行う審査部

の新設、管理センターの統合など、組織体制の見直しを図り、更には全支店の電話に録音システムを導入し、従業員による不適切な勧

誘、請求等の管理・監督の強化を図ってまいります。また契約時の説明責任を果たすべく、お客様には重要事項の確認書に署名をして

いただき、今まで以上に内部管理体制を重視してまいります。 
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社内教育におきましても、新法対応を含め充実したプログラムを策定し、全社員に対しさらに一段上のコンプライアンス意識の向上を目

指します。お客様からの苦情につきましては、どんな些細なことも全て本社報告とし、その対応を最優先でおこなっております。 
今後は、多重債務の防止等など貸金業法に沿った貸付基準を検討してまいります。引き続きお客様に愛され親しまれる身近な金融機

関として質の高いサービスを提供すると共に、地域社会に対してより一層貢献して行く所存です。 
 

（単位：百万円） 2006 年7 月 200７年3 月 2007 年7 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 1,532,283 1,431,848 1,402,987 -8.4% -2.0% 
割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高 526 582 582 10.6% (0) 
総口座数 2,300,388 2,125,599 2,087,844 -9.2% -1.8% 
新規口座獲得数 18,242 18,430 14,111 -22.6% -23.4% 
店舗数  ※ 1,896 1,729 1,624 -272 -105 

 内有人店舗 523 471 371 -152 -100 
 内無人店舗 ※ 1,372 1,257 1,252 -120 -5 

 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 1,624 -272 -105 

※ スピード無人受付機含む 

 

 

Ⅲ．CSR 活動への取り組みについて 

二酸化炭素排出量削減への取り組み 
弊社は事業活動が環境に及ぼす影響を定量的に認識し積極的に地球温暖化防止（ワールドウオーミング）・環境保護活動に取り組むた

め、平成 17 年度から二酸化炭素排出量の調査を行っております。来月 9 月には武富士本社ビルを対象に外部の専門家によるビル診断

を実施し、結果をもとに更なる二酸化炭素排出量削減に取り組んでまいります。 
 
新潟県中越沖地震に対する支援について 
弊社では 7 月16 日に発生した新潟県中越沖地震の被災地に対して、被災地・被災者の支援をさせていただいております。 
柏崎市役所、柏崎市武道館へ救援物資として水 160 本、トイレットペーパー260 ロール、食糧などを提供させていただき、新潟県へ義援

金を送らせていただきました。また被災地のお客様に対しては、お客様相談室を窓口として、お困りの点やご不明な点についてご相談を

承っております。今後も被災地の一日も早い復旧・復興を願って支援させていただくとともに、引き続き「感謝の心」を形にするため、様々

な社会貢献活動を展開してまいります。 
 
富士山清掃ボランティアに参加 
8 月19 日(日)に富士山周辺5 市町村(富士宮市、富士市、裾野市、御殿場市、小山町)や各種団体でつくる「富士山をいつまでも美しくす

る会」主催の富士山一斉清掃が行われ 68 団体 1,341 名が参加し、弊社からは 120 名の社員が参加しました。弊社社名「武富士」の富士

には富士山の雄大で美しく、奥深い思いやりを持った企業に成長するようにとの願いが込められており、そんな思いから参加したもので

す。晴天の中、雲海が形作る雄大な景観を眺めながら富士宮口・五合目~新七合目と宝永遊歩道の2ヵ所に分かれ、約2時間にわたって

ペットボトルやたばこの吸殻などのゴミを収拾しました。参加者からは「社名の由来である富士山の清掃活動に参加出来、非常に感慨深

いものがあった」との声があがりました。今後も弊社は CSR 活動の一環として社会貢献活動に積極的に取り組んでまいります。 
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Ⅳ．最新版会社概要のホームページ掲載のお知らせ 
 
弊社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フェア・デ

ィスクロージャー(公平な情報開示)を推進しております。この度、2007 年度版の会社概要(和文)をホームページ上

に掲載致しました。今回は CSR(企業の社会的責任)活動がますます重要性を増している事に鑑み、「会社概要」と

「CSR レポート」を合冊いたしました。 
投資家の皆様を始めとする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いた

だ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まいります。 
 
 
 
 
 
 
 
伊豫谷（いよたに）選手が勇退 
7 月20 日をもちまして、セッターとして活躍した伊豫谷選手が勇退することになりました。 

伊豫谷選手、「小学生からバレーボールを始めて、早いもので約12年が経ちました。バレーボールを通して当たり前

のことである挨拶や感謝の気持ち、人に対しての思いやりなど、多くのことを学びました。また、素晴しいスタッフや選

手に出会い、いくつもの苦難や困難を乗り越えてきました。大好きなバレーボールをトップの場所で出来たことは私

にとって一生の財産です。今後はバレーボールとは少し離れ、今までとは違った道に進みます。監督をはじめ今ま

で支えて下さった皆様に感謝しています。ありがとうございました。」と語っています。今後の伊豫谷選手の益々の 

活躍を期待したいと思います。 

 

第20 回記念Sun-in ビーチバレー大会にシエリ＆チエが出場 
7 月 28 日(土)、29 日(日)、鳥取県境港市新屋町海岸で行われた「第 20 回記念 Sun-in ビーチバレー大会」に、和

久山選手(シエリ)と吉澤選手(チエ)が招待されました。予選グループ戦では兵庫県の琴丘高等学校に 25－15 で圧

勝しました。続く決勝トーナメントの2回戦では兵庫県の ton-tonを相手に25－19で勝利しましたが、3回戦で神戸

女子大学に 14－25 で惜敗し、ベスト 16 という結果に終わりました。会場に駆けつけ応援して下さった皆様、本当に

ありがとうございました。 
 
実業団及び高校生の合宿受入 
武富士バンブーは、7 月に合宿の受入を実施しました。7 月 2 日(月)から 7 月 4 日(木)までの 3 日間は V リーグの日立佐和リヴァーレ

及びチャレンジリーグの PFU ブルーキャッツ、また 7 月 14 日から月末にかけて、水戸大成女子高等学校、高崎商業大学付属高等学

校、半沢中央高等学校、柏市立柏高等学校そして札幌大谷高等学校の学生と共に合宿をしました。特に学生は普段見ることのできない

V リーグの選手達の練習風景を間近で体験でき、また武富士バンブーの選手も学生と同じ空間で練習することにより、よりいっそう気を

引き締めて練習に励む事ができました。お互いに良い刺激を与え合うことができ、この勢いで次の実戦につなげていきます。 
 
クリーン運動を実施 
7 月18 日(水)、武富士バンブーは体育館周辺のクリーン活動を行いました。当日は天候にも恵まれ、選手はいつもとは違った爽やかな

汗を流し、気持ちをリフレッシュすることができました。今後も武富士バンブーを応援し育てて下さる社会への「感謝の気持ち」を形にす

るべく、選手一人ひとりが地域に密着した地道な社会貢献活動を継続していきます。 
 
 


