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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 16,729 ― 2,014 ― 1,312 ― △861 ―

20年3月期第2四半期 25,596 26.0 4,991 47.7 4,629 32.3 2,463 11.2

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △36.84 ―

20年3月期第2四半期 89.91 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 45,492 21,131 41.2 772.85
20年3月期 70,468 21,024 26.5 815.47

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  18,749百万円 20年3月期  18,680百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 51,000 4.5 10,000 △1.3 10,000 5.1 5,000 △19.4 218.27

4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によって大きく異なる場合があります。なお、上記予想に関す
る事項は２ページ【定性的情報・財務諸表等】 3．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
2．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 株式会社イーマックス ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  33,137,822株 20年3月期  33,137,822株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  8,877,034株 20年3月期  10,230,061株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  23,373,505株 20年3月期第2四半期  27,400,802株
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・定性的情報・財務諸表等 

1. 連結経営成績に関する定性的情報 
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国発の金融市場の混乱や、世界的な原油などの

商品高により、景気後退の様相が顕著となりました。 
このような状況のもと、当社グループにおいては主に不動産業界で市況低迷の影響を受け、全体とし

て売上高は16,729百万円、営業利益は2,014百万円、経常利益は1,312百万円となりました。また、第１
四半期に過年度法人税等1,373百万円があったこと等により、四半期純損失861百万円となりました。 

  
 事業の種類別セグメントの業績概況 
［不動産関連事業］ 

㈱ＭＡＧねっとにおいては、賃貸保証事業の積極的な営業活動により受注拡大を図りましたが、不動
産鑑定事業の売上は伸び悩みました。㈱イーマックスが行う不動産販売事業では、サブプライムローン
問題や建築費の高騰、金融機関の融資姿勢の厳格化などの影響を大きく受けました。 
 この結果、売上高は4,526百万円、営業利益は60百万円となりました。 

［金融・投資関連事業］ 
㈱Ｊファクターにおいては、金融業者向け融資事業に加え、宿泊券・観光券等のクーポンファクタリ

ング事業の展開が寄与し、また、㈱ジャスティス債権回収が行う債権回収ビジネスが引続き堅調に推移
しました。 
 この結果、売上高は3,696百万円、営業利益は2,693百万円となりました。 

［パソコン関連製品販売事業］ 
㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィのＤＩＹ事業部が行うパソコン関連製品販売事業は、個人消費の伸び悩

みや原材料費高騰などの影響を受け、売上高は横ばいとなり、利益面も圧迫されました。 
 この結果、売上高は2,194百万円、営業利益は３百万円となりました。 

［システム関連開発事業］ 
㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィのストラテジィ事業部がソリューション・ビジネス、ソフトウエアの開

発等を積極的に行うとともに、外部向けの販売に傾注してまいりました。 
 この結果、売上高は866百万円、営業利益は181百万円となりました。 

［スポーツ用品等製造販売事業］ 
マルマン㈱のゴルフ事業は景気後退による消費マインド悪化の影響を受け、国内市場は厳しい環境で

した。そのような中、ブランドの絞込みを含むコスト削減、韓国や中国を中心とする海外市場の拡大な
どを行いましたが、国内市場の低迷をカバーするにはいたりませんでした。 
 この結果、売上高は4,232百万円、営業利益は285百万円となりました。 

［その他事業］ 
㈱Ｔ・ＺＯＮＥコールセンターが行う販売促進サービス事業と、㈱Ｔ・ＺＯＮＥリサーチが行う情報

提供サービス事業は受注の減少により低調でしたが、平成20年８月より連結子会社となった㈱バックオ
フィスサービスが行う集金代行事業は順調に推移しました。 
 この結果、売上高は1,213百万円、営業利益は63百万円となりました。 

  
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報 
総資産は、前連結会計年度末に比べ24,975百万円減少し、45,492百万円となりました。流動資産は

20,420百万円減少し、37,331百万円となりました。主に営業貸付金の減少と子会社売却による仕掛販売用
不動産及び販売不動産の減少によるものであります。また、固定資産は4,555百万円減少し、8,160百万円
となりました。主に投資有価証券の減少と子会社売却によるソフトウエアの減少によるものであります。
負債は25,082百万円減少し、24,361百万円となりました。主に短期借入金、長期借入金の減少によるも

のであります。 
純資産は107百万円増加し、21,131百万円となりました。主に当第２四半期純損失に伴う利益剰余金の

減少と子会社過年度修正に伴う利益剰余金の増加によるものであります。 
  

  
3. 連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては当初業績予想の下方修正となりましたが、通期業績に
つきましては、平成20年11月１日の株式会社ガルガンチュア・アセット・マネジメントとの合併に伴う株
式会社カーチスの子会社化により、売上、利益両面で上乗せが見込まれることから、当初業績予想のまま
据え置きいたします。 
 なお、今後、何らかの変化がある場合には適時に開示いたします。 
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4. その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

平成20年８月26日付で、子会社である株式会社イーマックスの所有全株式を当社の親会社である株式
会社ＳＦＣＧに譲渡したため、同社は当社の子会社ではなくなりました。 

  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
 ① 簡便な会計処理 

1) 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

主として、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著
しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等を使用して一
般債権の貸倒見積高を算定する方法によっております。 

2) 棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関して、一部子会社では収益性の低下が明らかなものについてのみ、正
味売却価額を見積り、簿価切下げを実施する方法によっております。 

3) 連結会社相互間の債権債務及び取引の相殺消去 

連結会社相互間の債権債務の相殺消去 
当該債権の額と債務の額に差異が見られる場合には、合理的な範囲内で当該差異の調整を行わな

いで債権と債務を相殺消去しております。 
連結会社相互間の取引の相殺消去 
取引金額に差異がある場合で当該差異の重要性が乏しいときには、親会社の金額に合わせる方法

により相殺消去しております。 

4) 未実現損益の消去 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的に
見積って計算しております。 

  
 ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14
日 企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員
会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第
９号）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低
下による簿価切下げの方法）に変更しております。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

③ 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３
月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連
結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資
産として計上しております。 
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 
なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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5. 【四半期連結財務諸表】 

(1)【四半期連結貸借対照表】  

（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,190 6,469 

商業手形 510 1,294 

受取手形及び売掛金 5,304 5,563 

営業貸付金 5,772 12,502 

買取債権 9,374 8,431 

商品及び製品 1,410 1,856 

仕掛品 65 36 

原材料及び貯蔵品 991 1,153 

販売用不動産 － 6,029 

仕掛販売用不動産 － 8,920 

関係会社短期貸付金 5,769 55 

その他 6,096 5,914 

貸倒引当金 △1,154 △476 

流動資産合計 37,331 57,752 

固定資産 

有形固定資産 475 774 

無形固定資産 

のれん 276 282 

その他 102 1,800 

無形固定資産合計 378 2,082 

投資その他の資産 7,306 9,858 

固定資産合計 8,160 12,715 

資産合計 45,492 70,468 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 1,641 2,021 

短期借入金 11,492 38,004 

未払金 498 1,469 

未払法人税等 1,204 890 

債務保証損失引当金 224 472 

返品調整引当金 93 128 

賞与引当金 1 3 

その他 2,622 1,798 

流動負債合計 17,777 44,789 

固定負債 

社債 5,000 － 

長期借入金 1,390 4,162 

製品保証引当金 29 28 

その他 164 463 

固定負債合計 6,583 4,654 

負債合計 24,361 49,443 

純資産の部 

株主資本 

資本金 6,109 6,109 

資本剰余金 9,014 11,563 

利益剰余金 21,065 20,926 

自己株式 △17,083 △19,687 

株主資本合計 19,105 18,911 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △313 △111 

繰延ヘッジ損益 △10 △34 

為替換算調整勘定 △31 △85 

評価・換算差額等合計 △355 △231 

少数株主持分 2,381 2,343 

純資産合計 21,131 21,024 

負債純資産合計 45,492 70,468 
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(2)【四半期連結損益計算書】 

【第２四半期連結累計期間】  

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 16,729 

売上原価 9,294 

売上総利益 7,434 

販売費及び一般管理費 5,420 

営業利益 2,014 

営業外収益 

受取利息 73 

受取配当金 0 

雑収入 150 

営業外収益合計 223 

営業外費用 

支払利息 427 

支払手数料 114 

持分法による投資損失 214 

為替差損 67 

雑損失 102 

営業外費用合計 925 

経常利益 1,312 

特別利益 

投資有価証券売却益 6 

事業譲渡益 1,600 

その他 408 

特別利益合計 2,015 

特別損失 

固定資産処分損 29 

関係会社株式売却損 1,397 

その他 58 

特別損失 1,484 

税金等調整前四半期純利益 1,843 

法人税、住民税及び事業税 1,408 

法人税等調整額 △120 

過年度法人税等 1,373 

法人税等合計 2,661 

少数株主利益 42 

四半期純損失（△） △861 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

  

(4) セグメント情報 

 【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各区分の主な製品及び事業内容 

   (1)不動産関連事業・・・・・・・・不動産売買・不動産賃貸仲介・賃貸保証・不動産鑑定 

                   評価事業、不動産の物件管理・賃貸管理 

   (2)金融・投資関連事業・・・・・・投資事業、債権回収・企業再生事業、卸金融・商業手形 

                   再割引事業 

    (3)パソコン関連製品販売事業・・・パソコン本体・周辺機器・パーツ等の販売事業 

   (4)システム開発関連事業・・・・・システム・ネットワークの開発・アウトソーシング事業 

   (5)スポーツ用品等製造販売事業・・ゴルフ用品販売事業、ヘルスケア用品販売事業 

   (6)その他事業・・・・・・・・・・販売促進を電話にて行うコールセンター事業、株式公開 

                   準備を含む企業経営コンサルタント事業、情報提供サー 

                   ビス事業、催事等の請負事業、集金代行事業 

  

 【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の
記載を省略しております。 

  

 【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

  

不動産  
関連  
事業 

(百万円)

金融・投資 
関連  
事業 

(百万円)

パソコン
関連製品 
販売事業 
(百万円)

システム
開発関連

事業 
(百万円)

スポーツ
用品等製造
販売事業 
(百万円)

  
その他  
事業  

(百万円)

   
計 
   

(百万円)

   
消去又は 

全社 
(百万円)

  
連結 

  
(百万円)

売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

4,526 3,696 2,194 866 4,232 1,213 16,729 ― 16,729

(2)セグメント間の内 
  部売上高又は振替高

9 1,363 4 563 0 215 2,155 (2,155) ―

計 4,535 5,060 2,198 1,429 4,232 1,429 18,885 (2,155) 16,729

営業利益 60 2,693 3 181 285 63 3,288 (1,273) 2,014
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「参考資料」
前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

(単位：百万円)

Ⅰ　売上高 25,596

Ⅱ　売上原価 15,698

　　売上総利益 9,898

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,906

　　営業利益 4,991

Ⅳ　営業外収益 326

　１　受取利息 79

　２　受取配当金 0

　３　持分法による投資利益 204

　４　雑収入 42

Ⅴ　営業外費用 688

　１　支払利息 571

　２　支払手数料 65

　３　証券代行手数料 7

　４  株式交付費償却 4

　５　雑損失 40

　　経常利益 4,629

Ⅵ　特別利益 308

　１　固定資産売却益 20

　２　関係会社株式売却益 15

　３　匿名組合投資利益 68

　４　保証履行引当金戻入 197

　５　その他 6

Ⅶ　特別損失 4

　１　固定資産処分損 2

　２　固定資産評価損 2

　　税金等調整前中間純利益 4,933

　　法人税、住民税及び事業税 1,649

　　法人税等調整額 659

　　少数株主利益 161

　　中間純利益 2,463

科目

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年９月30日)

金額
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（2）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間　(自　平成19年４月１日　　至　平成19年９月30日）　
（単位：百万円）

　売上高

（1）外部顧客に対する売上高 2,330 156 11,817 3,695 5,800 1,788 25,588 7 25,596
（2）セグメント間の内部売上高

    又は振替高

計 2,337 1,291 11,832 3,742 5,837 1,982 27,025 (1,429) 25,596
　営業費用 2,285 1,103 9,125 2,019 5,413 1,672 21,620 (1,016) 20,604
　営業利益又は営業損失（△） 51 188 2,707 1,722 424 310 5,405 (413) 4,991
(注) １． 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２． 各事業の主な製品及び事業内容
（1）パソコン関連製品販売事業・・・パソコン本体・周辺機器・パーツ等の販売事業
（2）システム開発関連事業・・・・・システム･ネットワークの開発・アウトソーシング事業
（3）不動産関連事業・・・・・・・・不動産売買・不動産賃貸仲介、賃貸保証・不動産鑑定評価事業、

不動産の物件管理・賃貸管理
（4）金融・投資関連事業・・・・・・投資事業、債権回収・企業再生事業、卸金融・商業手形再割引事業
（5）スポーツ用品等製造販売事業・・ゴルフ用品販売事業、ヘルスケア用品販売事業
（6）その他事業・・・・・・・・・・販売促進を電話にて行うコールセンター事業、株式公開準備を含む

企業経営コンサルタント事業、情報提供サービス事業、催事の請
負事業

３． 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、201百万円であり、その主なもの
は、管理部門に係る費用であります。

スポーツ
用品等製造
販売事業

その他
事業

計
消去又は
全社

パソコン
関連製品
販売事業

システム
開発関連
事業

不動産
関連事業

金融・投資
関連事業

連結

6 1,135 15 47 37 194 1,436 (1,436) －
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