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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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 ％

22年3月期第3四半期 7,228 △75.8 △5,305 ― △5,289 ― △7,571 ―
21年3月期第3四半期 29,932 ― 3,403 ― 2,654 ― △105 ―

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

22年3月期第3四半期 △389.19 ―
21年3月期第3四半期 △4.11 ―

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

22年3月期第3四半期 19,278 719 △3.5 △35.16
21年3月期 33,908 7,938 19.3 336.87

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  △684百万円 21年3月期  6,553百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  有   

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 9,300 △78.0 △5,300 ― △5,200 ― △7,600 ― △390.65
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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）  無  

(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、４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） 

(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 
 上記の業績予想は、発表日現在において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予想数値と異なる場合があ
ります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 19,455,339株 21年3月期  19,455,339株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  517株 21年3月期  157株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 19,454,915株 21年3月期第3四半期 25,639,410株
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当第３四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）における日本経済は、景
気対策などの効果により 悪期を脱したとはいえ内需拡大はなかなか進まず、雇用・設備の過剰感が強
まっている一方、デフレ・急激な円高等により景気の先行き不透明感が払拭できずにおります。不動産
業界におきましても、底打ちの傾向は見られるものの、厳しい雇用・所得環境が依然として続いている
ことから本格的な改善には至っていない状況です。 
このような環境の下、当社グループは、引き続き今期の 大の経営課題に掲げる営業キャッシュフロ

ーの獲得に努めるとともに、コスト削減や経営資源の選択と集中を徹底的に追及してまいりました。ま
た、市場環境の変化に伴い、人員をより効率的に配分することにより収益力の改善を図るため、㈱ＶＥ
ＳＴＡにおいて釧路コールセンター、㈱ジャスティス債権回収において栗原コールセンターの閉鎖を行
いました。 
 なお、当社、㈱ジャスティス債権回収及び㈱Ｊファクターは平成21年12月24日に公表いたしました
「和解による訴訟の解決に関するお知らせ」のとおり、㈱ＳＦＣＧ破産管財人との異議訴訟２件のうち
１件の和解が成立し、ＳＦＣＧ向け債権の増加に伴う貸倒引当金の計上等により約11億円を特別損失に
計上いたしました。 
以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7,228百万円（前年同期比75.8％減）、営業損失

5,305百万円（前年同期は営業利益3,403百万円）、経常損失5,289百万円（前年同期は経常利益2,654百
万円）、四半期純損失7,571百万円（前年同期は四半期純損失105百万円）となりました。 

  
 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 
  
［不動産関連事業］ 

㈱ＶＥＳＴＡの賃貸保証事業においては、高止まりする完全失業率に見られるように厳しい雇用情勢
や所得環境の悪化を背景に受託件数が伸び悩みました。こうした事業環境を踏まえ、保証料率の見直し
や不振店舗の閉鎖を中心に収益構造および費用構造の革新に取り組んでまいりました。さらに延滞立替
金の回収が進捗したことにより、キャッシュフローについて改善が見られましたが、損益面では貸倒引
当金を保守的に計上したことなどにより、短期的な収益の圧迫要因となりました。不動産事業全体で
は、前年第２四半期に㈱イーマックス（現㈱ＳＯＡ）を連結の範囲から除外したこともあり、売上高は
前年同期比63.4％減の2,071百万円、営業損失は1,718百万円となりました。 

  
［金融・投資関連事業］ 

㈱ジャスティス債権回収においては、事業規模の収縮により取扱高が減少したことや、事業構造改善
等の関係で㈱Ｊファクター・㈱ＩＦの売掛金ファクタリング事業、クーポンファクタリング事業が休止
状態にあることに加え、第２四半期連結累計期間までに与信基準厳格化による貸倒引当金の保守的な積
み増しを行った結果、前年同期の実績を大幅に下回りました。一方で、㈱Ｊファクター・㈱ＩＦにおい
ては、キャッシュフローの確保を目的として、引き続き保有債権の回収に傾注しております。金融・投
資関連事業全体では、売上高は前年同期比80.3％減の1,162百万円、営業損失は3,533百万円となりまし
た。 

  
［パソコン関連製品販売事業］ 

㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィのＤＩＹ事業部は、他店にない商品力の強化と仕入努力により顧客満足
度を高め、変化に機敏に対応しながらローコスト経営のさらなる徹底を図りました。また、09年10月の
「ウィンドウズ７」発売開始による一定の効果はありましたものの、折からの消費不況に伴う売上減を
カバーするには至らず、売上高は前年同期比16.9％減の2,935百万円、営業損失は157百万円となりまし
た。 

  
［システム開発関連事業］ 

㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィのストラテジィ事業部は、価格競争に加え景況感の悪化からくる設備投
資の縮小・凍結等に伴い、平成21年10月末日をもってシステム開発関連事業を廃止しております。な
お、期首から同日までの同事業の売上高は862百万円、営業損失は95百万円となりました。 

  
［その他事業］ 

その他の事業につきましては、不採算事業の整理など経営資源の選択と集中に努めた結果、事業規模
の縮小により売上高は前年同期比86.0％減の195百万円、営業損失は99百万円となりました。 

  
  

・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
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総資産は、前連結会計年度末に比べ14,630百万円減少し、19,278百万円となりました。主に受取手形及
び売掛金が1,720百万円、営業貸付金が5,656百万円減少したことや、貸倒引当金が6,427百万円増加した
ことによるものです。 
負債は7,410百万円減少し、18,559百万円となりました。主に社債の償還5,000百万円と、訴訟損失引当

金の取崩1,251百万円によるものです。 
純資産は7,219百万円減少し、719百万円となりました。主に四半期純損失7,571百万円の計上によるも

のです。 

  

営業活動によって得られた資金は、3,977百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損
失7,271百万円を計上した一方で、貸倒引当金の増加3,873百万円、和解損失1,085百万円のほか、売上債
権の減少1,563百万円及び営業貸付金の減少4,425百万円などの増加によるものです。 
投資活動によって使用された資金は、212百万円となりました。これは主に、貸付による支出195百万

円、敷金・保証金の差入282百万円などの支出と、有形固定資産の売却による収入224百万円などの収入に
よるものです。 
財務活動によって使用された資金は、4,966百万円となりました。これは主に、社債の償還5,000百万円

によるものです。 
この結果、当第３四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,188百万円減少

し、1,004百万円となりました。 
  

  

平成22年３月期通期の業績予想につきましては、平成21年11月11日に公表した内容を修正しておりま
す。詳細は、本日公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
  

  
  

該当事項はありません。 

  

 ① 簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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 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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(連結キャッシュ・フローの状況) 

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,004 2,193

商業手形 － 553

受取手形及び売掛金 1,285 3,006

営業貸付金 5,849 11,506

立替金 2,998 3,075

買取債権 7,355 8,528

商品及び製品 262 185

仕掛品 － 17

原材料及び貯蔵品 1 3

その他 2,696 2,258

貸倒引当金 △5,364 △2,882

流動資産合計 16,089 28,445

固定資産   

有形固定資産 544 346

無形固定資産   

のれん 215 230

その他 375 609

無形固定資産合計 591 839

投資その他の資産   

破産更生債権等 7,553 6,455

その他 2,973 2,350

貸倒引当金 △8,473 △4,528

投資その他の資産合計 2,053 4,276

固定資産合計 3,189 5,463

資産合計 19,278 33,908

負債の部   

流動負債   

買掛金 265 522

短期借入金 2,220 1,637

1年内償還予定の社債 4,000 －

未払金 655 1,057

未払法人税等 69 315

債務保証損失引当金 6,653 6,495

訴訟損失引当金 1,184 2,436

その他 2,214 2,677

流動負債合計 17,264 15,143

固定負債   

社債 1,250 10,250

長期借入金 － 447

その他 44 129

固定負債合計 1,294 10,827

負債合計 18,559 25,970
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,609 7,609

利益剰余金 △8,259 △1,015

自己株式 △0 △0

株主資本合計 △651 6,593

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14 △7

繰延ヘッジ損益 △19 △3

為替換算調整勘定 △27 △29

評価・換算差額等合計 △32 △39

少数株主持分 1,403 1,384

純資産合計 719 7,938

負債純資産合計 19,278 33,908
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 29,932 7,228

売上原価 17,365 4,125

売上総利益 12,567 3,103

販売費及び一般管理費 9,163 8,408

営業利益又は営業損失（△） 3,403 △5,305

営業外収益   

受取利息 151 30

受取配当金 0 －

持分法による投資利益 － 47

受取手数料 42 －

雑収入 172 66

営業外収益合計 367 145

営業外費用   

支払利息 527 82

支払手数料 114 5

持分法による投資損失 191 －

為替差損 123 －

雑損失 159 41

営業外費用合計 1,116 129

経常利益又は経常損失（△） 2,654 △5,289

特別利益   

投資有価証券売却益 6 12

匿名組合投資利益 60 －

事業譲渡益 1,600 －

債務保証損失引当金戻入額 － 78

訴訟損失引当金戻入額 － 298

その他 366 10

特別利益合計 2,033 400

特別損失   

減損損失 － 595

固定資産処分損 38 499

関係会社株式売却損 1,397 －

和解損失 － 1,085

その他 63 200

特別損失合計 1,498 2,381

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

3,189 △7,271

法人税、住民税及び事業税 2,051 43

過年度法人税等 1,373 －

過年度法人税等戻入額 － △306

法人税等調整額 △143 543

法人税等合計 3,281 281

少数株主利益 13 18

四半期純損失（△） △105 △7,571
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

3,189 △7,271

減価償却費 608 238

減損損失 － 595

のれん償却額 91 11

受取利息及び受取配当金 △152 △30

支払利息 527 82

持分法による投資損益（△は益） 191 △47

投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

関係会社株式売却損益（△は益） 1,308 －

事業譲渡損益（△は益） △1,600 －

和解損失 － 1,085

貸倒引当金の増減額（△は減少） 704 3,873

賞与引当金の増減額（△は減少） △101 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） △59 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △8 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △178 148

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △236 －

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △58 △298

営業貸付金の増減額（△は増加） 1,235 4,425

売上債権の増減額（△は増加） 268 1,563

買取債権の増減額（△は増加） △1,166 625

商業手形の増減額（△は増加） 4,042 553

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,149 △57

預け金の増減額（△は増加） 140 31

未収入金の増減額（△は増加） △1,407 △699

前渡金の増減額（△は増加） 300 △10

仕入債務の増減額（△は減少） △199 △220

未払金の増減額（△は減少） 2,896 △396

その他 △40 △180

小計 11,445 4,021

利息及び配当金の受取額 203 90

利息の支払額 △384 △128

法人税等の支払額 △2,919 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,344 3,977
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △60 －

定期預金の払戻による収入 60 －

有形固定資産の取得による支出 △283 △28

無形固定資産の取得による支出 △569 △123

有形固定資産の売却による収入 40 224

投資有価証券の取得による支出 △977 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,922 85

関係会社株式の取得による支出 △52 △98

関係会社株式の売却による収入 885 0

事業譲渡による収入 1,600 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

5,285 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

2,584 －

貸付けによる支出 △15,002 △195

貸付金の回収による収入 10,568 54

敷金及び保証金の差入による支出 △61 △282

敷金及び保証金の回収による収入 54 161

その他 7 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,001 △212

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 21,945 2,713

短期借入金の返済による支出 △42,415 △2,474

長期借入れによる収入 8,216 －

長期借入金の返済による支出 △16,202 △192

社債の発行による収入 11,250 －

社債の償還による支出 △1,000 △5,000

その他 △20 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △18,226 △4,966

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,909 △1,201

現金及び現金同等物の期首残高 5,859 2,193

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 2

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 13 －

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 10

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,963 1,004

㈱ＭＡＧねっとホールディングス（8073）平成22年３月期　第３四半期決算短信

- 9 -



該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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)自動車関連事業・・・・・・・・中古車買取・販売事業、自動車輸送事業 

   (7)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 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

売上高

(1)外部顧客に対する 
   売上高

5,661 5,886 3,534 1,539 5,658

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

11 1,464 5 588 0

計 5,673 7,350 3,539 2,127 5,658

 営業利益 
 又は営業損失(△)

243 3,992 14 281 237

自動車 
関連事業  
(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

6,255 1,397 29,932 ― 29,932

(2)セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 420 2,489 (2,489) ―

計 6,255 1,817 32,421 (2,489) 29,932

  営業利益 
  又は営業損失(△)

△155 130 4,743 (1,340) 3,403
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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)その他事業・・・・・・・・・・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 

  

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)

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

2,071 1,162 2,935 862 195 7,228 ― 7,228

(2)セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

41 33 8 85 0 167 (167) ―

計 2,112 1,195 2,944 948 195 7,396 (167) 7,228

営業損失(△) △1,718 △3,533 △157 △95 △99 △5,605 300 △5,305

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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