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弊社は 7 月30 日（木）、2010 年3 月期第1 四半期の業績を発表いたしました。概要は以下の通りです。 

 
【主要数値及び損益】（連結） 

項目 08 年6 月期 09 年6 月期 増減率（％） 10 年3 月期計画 
通期計画    

達成率（％） 

営業貸付金残高（百万円） 1,133,038 798,449 -29.5 705,300 - 

口座数（件） 1,764,730 1,407,020 -20.3 1,225,000 - 

新規顧客数（件） 19,226 18,247 -5.1 130,000 14.0 

貸倒償却額（百万円） 13,675 16,615 21.5 67,700 24.5 

貸倒償却率（％） 1.21 2.08 - 9.60 - 

償却済債権回収額（百万円） 770 899 16.8 3,600 25.0 

差引後、貸倒償却率(％) 1.14 1.97 - 9.09 - 

営業収益（百万円） 54,995 35,175 -36.0 118,700 29.6 

営業費用（百万円） 51,567 25,562 -50.4 105,400 24.3 

営業利益（百万円） 3,428 9,613 180.4 13,300 72.3 

経常利益（百万円） 2,358 9,575 306.1 13,700 69.9 

当期純利益（百万円） 1,306 9,272 610.0 13,000 71.3 

 

第1 四半期決算短信へ         第1 四半期決算補足資料へ 
 

 

2009 年7 月度の営業結果は以下の通りです。 
 

 2008 年7 月 2009 年3 月 2009 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（百万円） 1,121,232 861,517 783,284 -30.1 -9.1 

割賦売掛金(ｸﾚｼﾞｯﾄ)残高（百万円） 559 465 424 -24.2 -8.8 

総口座数 1,757,721 1,480,683 1,389,796 -20.9 -6.1 

新規口座獲得数 6,119 5,285 7,305 19.4 38.2 

店舗数※ 1,498 1,051 1,052 (-446) (1) 

 内有人店舗 357 210 210 (-147) (0) 

 内無人店舗※ 1,140 840 841 (-299) (1) 

 内ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ店舗 1 1 1 (0) (0) 

無人契約機設置数※ 1,498 1,051 1,052 (-446) (1) 

※スピード無人受付機含む（2009 年2 月末まで） 
営業月報へ                                     

Ⅰ. 2010 年 3 月期第 1 四半期決算概要 
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「ベネシア」商品の下限金利引き下げ 
8 月7 日より「ベネシア」ブランドの「ブラックプラン」に年率6.5%の商品が登場いたしました。消費者金融大手の中で最も低い 

金利を取り入れ、「ベネシア」ブランドは金利6.5%～20.0%とぐんと幅広い品揃えになりました。 

この商品は一人でも多くのお客様の様々なニーズにお応えし、消費者金融の使命を果たしたいという弊社の施策の一環です。 

今後も「ベネシア」ブランドを一層充実してまいります。 
※弊社基準により、ご希望にそえない場合もございます。あらかじめご了承ください。    

下限金利変更のお知らせへ 
 
 
 
 
昨年、大好評をいただいた「とことん応援キャンペーン」の第2 弾を 8 月7 日（金）から 

スタートいたしました。 
今回のキャンペーンでは、期間中（8 月７日から 10 月31 日）に新規契約をされ、応募条件を 

満たされたお客様の中から、抽選で 200 名の方に QUO カード 5,000 円分をプレゼントいたし 

ます。抽選日は 2009 年12 月7 日（月）、当選された方にはメールでお知らせいたします。 

なお、当キャンペーンの詳細につきましては 8 月3 日（月）付のニュースリリースまたは 

弊社ホームページをご覧ください。 

   たくさんの皆様からのご応募お待ちしております。 
   

「とことん応援キャンペーン」のお知らせへ 

 

 

 
 
第3 回 「ベネシアカード」を通じた寄付状況に関するご報告 

2009 年4 月1 日～2009 年6 月30 日分の寄付を下記の通り実施いたしました。 

     寄付金額：264,579 円（1 団体当たり 88,193 円／寄付累計総額577,620 円） 

    寄 付 先：財団法人日本盲導犬協会 

           日本赤十字社 

           財団法人世界自然保護基金ジャパン（ＷＷＦジャパン）  ※順不同 

    寄 付 日：2009 年7 月31 日 

「ベネシアカード」はお客さまからお支払いいただいたお利息の中から、毎月1 円を社会貢献団体へ寄付させていただく 

もので、3 ヶ月ごとに実績を報告いたします。今後も引き続き、社会に貢献すると共に、ＣＳＲ活動へ積極的に取り組んで参ります。 
 

             ベネシアカードを通じた社会貢献団体への寄付状況に関するご報告へ 
 

豪雨被害に対する義援金の拠出について 
先月の中国・九州北部豪雨による被害への支援として、社会福祉法人 山口県共同募金会と社会福祉法人 福岡県共同募金

会を通じて各15 万円ずつ義援金を拠出いたしました。 

   被災された方々に謹んでお見舞いを申し上げるとともに、被災地の早期復興を心よりお祈り申し上げます。 

     

                平成21 年7 月中国・九州北部豪雨の被害に対する義援金の拠出についてへ 

  Ⅲ．「ベネシア」商品に関するお知らせ 

 


