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弊社は 5 月8 日(木)、東京証券取引所 兜クラブにおいて 2008 年3 月期(第41 期)の決算発表を実施いたしま

した。また、翌9日(金) には「六本木アカデミーヒルズ 40」キャラント Aにおいて決算説明会を開催し、283名の機

関投資家、アナリスト及び報道関係者の方々にご来場頂きました。改めて御礼申し上げます。 

2008 年3 月期の決算概要及び 2009 年3 月期の計画は以下の通りです。 

 

【主要数値及び損益】（単体） 

項目    07 年3 月期   08年3月期  増減率（%）  09年3月期計画  増減率（%） 

営業貸付金残高（百万円） 1,431,848 1,195,328 -16.5% 1,005,600 -15.9% 

口座数（件） 2,125,599 1,833,316 -13.8% 1,570,000 -14.4% 

新規顧客数（件） 220,525 143,115 -35.1% 108,000 -24.5% 

貸倒償却額（百万円） 100,279 98,248 -2.0% 92,000 -6.4% 

貸倒償却率（%） 7.00 8.22 - 9.15 - 

償却済債権回収額（百万円） 5,284 3,312 -37.3% 3,300 -0.4% 

差引後、貸倒償却率（%） 6.63 7.94 - 8.82 - 

営業収益（百万円） 328,045 269,452 -17.9% 196,800 -27.0% 

営業費用（百万円） 493,884 225,711 -54.3% 182,500 -19.1% 

営業利益（百万円） -165,839 43,741 - 14,300 -67.3% 

経常利益（百万円） -165,726 40,666 - 12,200 -70.0% 

当期利益（百万円） -481,377 13,064 - 10,600 -18.9% 

 

第４１期 決算短信（連結・個別）へ                第４１期 決算補足資料（単体）へ 

 

 

2008 年4 月度の営業結果は以下の通りです。 

 

 2007 年4 月 2008 年3 月 2008 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（百万円） 1,432,744 1,195,328 1,183,129 -17.4% -1.0% 

割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高（百万円） 566 557 552 -2.5% -0.9% 

総口座数 2,129,018 1,833,316 1,825,033 -14.3% -0.5% 

新規口座獲得数 16,346 5,805 6,283 -61.6% 8.2% 

店舗数※ 1,709 1,500 1,500 (-209) (0) 

 内有人店舗 451 360 360 (-91) (0) 

 内無人店舗※ 1,257 1,139 1,139 (-118) (0) 

 内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0) 

無人契約機設置数※ 1,709 1,500 1,500 (-209) (0) 

※スピード無人受付機含む 

 

 

Ⅰ. 第 41 期決算概要  
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  Ⅲ. 第 4 回武富士ボランティア月間開催中  

 

 平成 17 年度より、4 月下旬からの 1 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っています。4 年目となる今年も、「できることか

らやっていこう」をスローガンに、海岸清掃、公園清掃、盲導犬普及街頭募金活動、ボランティア

ウォーク、森林ボランティアの 5 つのメニューへ 1,300 名を超える社員が参加する予定です。 

 

■海岸清掃 

 今年度は、より精力的な活動を行うため、当社主催で神奈川県藤沢市片瀬東浜海岸清掃を開催

しました。社員とその家族 110 名が参加し、タバコの吸殻やペットボトルなど 810ℓ分のごみを回

収しました。 

■盲導犬普及街頭募金活動 

4 月下旬から約 1 ヶ月間、東北・関東・静岡地区の主要都市で行われている財団法人日本盲

導犬協会を支援する「春の盲導犬普及街頭募金キャンペーン」に総勢 30 名が参加し募金協力

の呼びかけを行います。千葉駅周辺での活動には、地元の 7 名の社員が参加しました。 

■ボランティアウォーク 

遺児学生が開催するボランティアウォーク「あしなが P ウォーク 10」が開催され、長野県の開

智公園や奈良県の法隆寺、福岡県の門司港など全国 58 コースへ 1,100 名を超える社員と家族

が参加しました。このボランティアウォークの目的は、地元の 10 キロコースを歩くことで、国内外

遺児への支援の輪を広げ、フィランソロピー（やさしい人間愛）社会の実現を目指すものです。 

 

※森林ボランティア、公園清掃については来月掲載予定です。 

 

 

 

 

●第57 回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会に出場 

 

武富士バンブーは、5 月1日（木）から開幕した「第57回黒鷲旗全日本男女選抜バレーボール大会」に、出場いたしました。当大会

はＶ・プレミアリーグ所属チームを中心に春の高校バレー優勝チームを含む、国内トップの男女各 16 チームが選抜され、ゴールデン

ウィーク期間中の短期決戦で日本一を競うものです。武富士バンブーは、4 チーム中3 チームがＶ・プレミアリーグという厳しい予選グ

ループを 2 勝1 敗の 2 位で突破し、決勝トーナメントに進出いたしました。準々決勝で岡山シーガルスと対戦しセットカウント 3－2 で

勝利するも、準決勝でＪＴマーヴェラスにセットカウント2－3で敗れ、惜しくも決勝戦に進むことはできませんでしたが、チーム成績第3

位を獲得いたしました。また、吉澤選手が 2 年ぶり2 回目となる表彰選手（ベスト 6）に選ばれ、2008/09Ｖ・プレミアリーグに向けて大き

なはずみとなる大会になりました。 

今後も、一戦一戦を全力で戦って参りますので、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。 

 

《試合結果》 

 

 

 

 

 

 

5 月1 日（木） 予選グループ戦 対 ＮＥＣレッドロケッツ 2－3 で敗戦 

5 月2 日（金） 予選グループ戦 対 久光製薬スプリングス 3－2 で勝利 

5 月3 日（土） 予選グループ戦 対 上尾メデックス 3－0 で勝利 

5 月4 日（日） 準々決勝 対 岡山シーガルス 3－2 で勝利 

5 月5 日（祝） 準決勝 対 ＪＴマーヴェラス 2－3 で敗戦 

あしながＰウォーク10 

海岸清掃 

盲導犬普及街頭募金活動 


