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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 8,919 △78.9 △7,554 ― △7,462 ― △5,685 ―
21年3月期 42,248 △13.4 1,382 △86.4 665 △93.0 △15,309 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △292.24 ― △145.9 △30.7 △84.7
21年3月期 △587.94 ― △121.3 1.3 3.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  78百万円 21年3月期  △228百万円

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 14,728 1,239 8.4 63.72
21年3月期 33,908 7,938 19.3 336.87

（参考） 自己資本   22年3月期  1,239百万円 21年3月期  6,553百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 4,834 △829 △5,227 983
21年3月期 9,371 12,095 △25,099 2,193

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

2,570 △48.6 △70 ― △80 ― △130 ― △6.68

通期 6,440 △27.8 △130 ― △150 ― △230 ― △11.82
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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）  有  

(注) 詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
（株）プロパティーマネージメント、
（株）ジャック・アンド・ベティー・トレー
ディング

）

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 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  529株 21年3月期  157株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 73 △97.9 △984 ― △1,059 ― △392 ―
21年3月期 3,485 △40.1 751 △85.2 622 △86.5 △12,020 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △20.15 ―
21年3月期 △461.63 ―

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 6,795 2,603 38.3 133.82
21年3月期 15,001 2,988 19.9 153.61

（参考） 自己資本 22年3月期  2,603百万円 21年3月期  2,988百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は、本資料の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。また、個別業績予想は、重要性が大きくないと判断できるため、今期より記載を省略しております。なお、業績予想に関する事項は、４ページをご
覧ください。 
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① 当期の経営成績 
当連結会計年度のわが国経済は、一昨年秋の金融危機に端を発した世界的な経済不況から、政府の景

気対策などの効果により 悪期は脱してきているものの、内需拡大はなかなか進まず、雇用・設備の過
剰やデフレ傾向が継続しました。  
 不動産業界につきましても、底打ちの兆しは見られますが、厳しい雇用・所得環境を背景に依然とし
て低い水準にあり、楽観を許さない状況です。 
このような環境の下、当社グループは、当期の 大の経営課題として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、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で収益力の改善を図るべく、㈱ＶＥＳＴＡにおいては釧路コールセンタ
ー、㈱ジャスティス債権回収においては栗原コールセンターの閉鎖を行いました。また、懸案であった
訴訟案件については、㈱ＳＦＣＧ破産管財人との異議訴訟２件と、日本振興銀行㈱、㈱カーチスホール
ディングスとの間でそれぞれ和解が成立いたしました。 

  
しかしながら、当期の連結売上高は、長引く不動産市況の低迷と、金融部門の事業縮小の影響が大き

く、更に、マルマン㈱及び㈱カーチスホールディングスが連結対象外となったため大幅に減少しまし
た。 
 損益面では、固定費を中心として販管費全体にわたる支出の見直しを継続しておりますが、売上高の
減少に加え、㈱Ｊファクター・㈱ＩＦ及び㈱ジャスティス債権回収の保有債権、㈱ＶＥＳＴＡの延滞立
替金に対する貸倒引当金について、与信基準厳格化を行ったことによる保守的な積み増しの影響を大き
く受けました。前述の訴訟案件の和解に伴う関連損益については、案件ごとに発生した損失と前期にお
いて計上しておりました引当額との差額を、特別利益に6,258百万円、特別損失に1,085百万円計上しま
した。一方、当連結会計年度末において保証債務請求訴訟等にかかる引当金の繰入額1,105百万円を特
別損失に計上しております。さらに繰延税金資産の取り崩しや、税務調査による追加納税見積額801百
万円を過年度法人税等として計上したことも、当期業績にマイナス影響いたしました。 
 以上の結果、当連結会計年度の売上高は8,919百万円（前期比78.9％減）、営業損失7,554百万円（前
期は営業利益1,382百万円）、経常損失7,462百万円（前期は経常利益665百万円）、当期純損失5,685百
万円（前期は当期純損失15,309百万円）となりました。 

  
 事業の種類別セグメントの業績概況は、次のとおりです。 
  
［不動産関連事業］ 

㈱ＶＥＳＴＡの賃貸保証事業においては、厳しい雇用情勢や所得環境の悪化を背景に、国内における
新規入居率そのものが低下した煽りを受けて受託件数が伸び悩むと共に、家賃の下落に伴う保証料売上
単価の低下も続きました。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、店舗運営
の合理化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。さらにキャッシュフロー
の確保を目的として、引き続き延滞立替金の回収に傾注しましたが、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、以上に加え、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、売上高は前期比
61.4％減の2,677百万円、営業損失は1,934百万円となりました。 

  
［金融・投資関連事業］ 

㈱ジャスティス債権回収においては、売上高の拡大よりも事業構造の改善を目指し、事業規模の収縮
により取扱高が減少しました。㈱Ｊファクター・㈱ＩＦにおいても、事業収益性の見直しに伴い、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、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、前期の実績を大きく下回りました。以上から、金
融・投資関連事業全体では、売上高は前期比80.0％減の1,322百万円、営業損失は5,217百万円となりま
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、昨年10月の
「ウィンドウズ７」発売開始による一時的な売上増加はありましたものの、全体としては長引く景気低
迷による需要減の影響を受け、売上高は前期比19.1％減の3,851百万円、営業損失は48百万円となりま
した。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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［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 適配分に取り組んだ結果、事業規
模の縮小により売上高は前期比87.8％減の204百万円、営業損失は115百万円となりました。 

  

② 次期の見通し 
今後の日本経済は、企業業績に若干の回復傾向が見られるなど持ち直しの気配も出てきております

が、この回復に力強さはなく、内需の弱さを背景に、景気の先行きには依然として不透明感が漂ってお
ります。 
 特に、不動産市場においては、賃貸住宅市場でも所得の伸び悩みを背景に住み替え意欲の低下、家賃
の下落傾向が未だ続いており、厳しい事業環境を強いられるものと思われます。 
 このような状況の中、当社グループは、前期に引き続き販売管理費の削減を推し進めることで、収益
体質への転換を行って参ります。それと共に、特に不動産賃貸保証事業の㈱ＶＥＳＴＡにおいては商品
の改定、㈱ジャスティス債権回収においては債権買取の再開を行い、利益率の向上施策を次々に打ち出
し実行することで、各社毎に利益面の改善を行って参ります。 
 平成23年３月期の連結業績見通しは、売上高6,440百万円、営業損失130百万円、経常損失150百万
円、当期純損失230百万円の見込みであります。 

  

  

総資産は、前連結会計年度末に比べ19,180百万円減少し、14,728百万円となりました。主に受取手形
及び売掛金が2,691百万円、営業貸付金が3,902百万円、破産更生債権等が3,339百万円減少したこと
や、貸倒引当金が3,937百万円増加したことによるものです。 
負債は、前連結会計年度末に比べ12,481百万円減少し、13,488百万円となりました。主に社債の償還

5,000百万円と、訴訟案件の和解に伴い債務保証損失引当金5,211百万円、訴訟損失引当金2,294百万円
が減少したことによるものです。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ6,698百万円減少し、1,239百万円となりました。主に当期純損失

5,685百万円と、少数株主持分の減少1,384百万円によるものです。 

  

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、4,834百万円となりました。これは主に、税金等
調整前当期純損失4,513百万円を計上した一方で、貸倒引当金の増加5,799百万円、営業貸付金の減少
3,902百万円などによるものです。 
投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、829百万円となりました。これは主に、貸付に

よる支出715百万円によるものです。 
財務活動によって使用されたキャッシュ・フローは、5,227百万円となりました。これは主に、社債

の償還5,000百万円によるものです。 
以上の結果、当連結会計年度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1,209百万

円減少し、983百万円となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況 
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(キャッシュ・フロー関連指標の推移)  

 
 (注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
1．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

2．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しています。 

3．キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用していま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

います。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

  

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けておりますが、足元の厳しい損益状
況を鑑み、当面、利益は社内に留保し、財務体質強化と事業への再投資に活用したいと考えておりま
す。  
今後の利益配分に関しましては、株主資本の改善度合い、経営実績、収益見通し等を慎重に勘案して

実施したいと考えております。早期の復配は当社にとりましても大きな経営目標でありますので、株主
の皆様のご期待に添えるよう鋭意努力する所存であります。  

  

近の有価証券報告書（平成21年６月26日提出）における記載から新たに発生したリスクは以下のと
おりであります。 
  
当連結会計年度においては、当社グループの主要な事業領域である不動産・金融関連市場の長引く低

迷の影響に加え、貸倒引当金が大幅に増加したことなどにより、営業キャッシュ・フローはプラスとな
ったものの、利益面ではいずれも損失となりました。当社グループとしては、当該状況の解消を図るべ
く業務や機能の効率化、コストの合理化等の対策を講じ、推進しておりますが、今後についても不動
産・金融市況の悪化、ひいては与信費用の増加等により、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が
あります。 
 また、子会社である株式会社ジャスティス債権回収は取扱高減少による売上の落ち込みが想定以上と
なり、金融機関からの借入金について約定による返済が一部延滞しております。なお、取引金融機関と
の間では追加担保の提供とともに返済期限延長の交渉を行い同意を頂いております。 

  

  

  

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 33.5 21.5 26.5 19.3 8.4

時価ベースの自己資本比率（％） 134.7 127.0 48.2 21.5 19.7

キャッシュ・フロー対有利子負債
比率（年）

─ ─ 26.8 1.3 1.6

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ ─ 1.3 20.8 34.9

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社及び当社の関係会社（当社、子会社11社、関連会社１社により構成）は、持株会社である当社を
中心に、賃貸保証を中心とする不動産関連事業、債権回収ビジネスを中心とする金融・投資関連事業、
パソコンパーツ販売を中心とするパソコン関連製品販売事業、集金代行事業を中心とするその他事業を
主な事業内容としているほか、これらに附帯するサービス業務等を営んでおります。 
事業の内容と当社及び関係会社の当該事業における位置付けは次のとおりであります。 

 なお、下記の事業は「その他」を除き、「4．連結財務諸表 (8) 連結財務諸表に関する注記事項
(セグメント情報)」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。 

 
  

（事業系統図） 

  

 

2. 企業集団の状況

事業区分 主要な会社 主要な事業の内容

 ㈱ＶＥＳＴＡ
不動産の賃貸契約に対する保証業務等

不動産関連事業
 ㈱ＶＥＳＴＡプロパティーマネージメント

 ㈱アセットマネージメント 不動産の賃貸借・管理

 ㈱Ｔ・ＺＯＮＥ店舗バンク

 ㈱ジャスティス債権回収 債権回収、企業再生・再建ビジネス等

金融・投資関連事業
 ㈱Ｊファクター 売掛金ファクタリング、

 ㈱ＩＦ クーポンファクタリング

 ㈱Ｉファクター

パソコン関連製品  ㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィ パソコン用パーツ及び関連製品販売

販売事業

そ の 他
 ㈱バックオフィスサービス 集金代行業務

  (その他２社)
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当社グループは、グループ各社が持株会社である当社との緊密な連携の下、それぞれの事業分野で独
自性を生かした経営を行うことによって投下資本に対するリターンの 大化を達成し、以ってグループ
各社の経営成績と密接に関連する当社の企業価値の向上を図ることを経営の基本方針としております。

  

当社を取り巻く環境が激変しているため、現段階においては、目標とする経営指標は定めておりませ
ん。 

  

当期において当社グループは、親会社でありました㈱ＳＦＣＧの破綻に伴い発生した訴訟等の早期解
決による経営の安定、及びグループ各社の経営の独立性を推し進めました。 
 次期以降につきましては、経済情勢の低迷が続く中で、当社グループを取り巻く事業環境についても
厳しい状況は続くものと予想されますが、引き続き経営資源の選択と集中を徹底して推し進め、更なる
収益力の安定・向上を目指していきます。特に、中核会社である、秋葉原に店舗を構えＰＣパーツ等の
販売を行う㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィ、不動産賃貸保証事業により急成長を遂げた㈱ＶＥＳＴＡ、サ
ービサーである㈱ジャスティス債権回収の業績回復は当然として、成長機会があると判断した異業種に
ついても積極的に参入を行うことで、持続可能な成長の実現を図っていきます。 

  

当社グループの目的は、中長期的な経営戦略に基づき、グループ各社の経営の独立性を保ちながら、
グループ全体の経営戦略策定を持株会社「㈱ＭＡＧねっとホールディングス」が司り、各子会社は、そ
の経営戦略に沿った迅速な意思決定による機動的な業務執行を行い、グループとしての更なる規模の拡
大と、収益の増加による企業価値の向上を図ることにあります。 
不動産賃貸保証事業の㈱ＶＥＳＴＡにおいては商品の改定、㈱ジャスティス債権回収においては債権買
取の再開を施策として掲げており、この実行を行うことで利益率は向上し、現在抱えているリスクの一
つである㈱ジャスティス債権回収における一部金融機関からの借入金の延滞についても解消できると考
えております。 
 また、この目的を達成するためには、法務・財務等の管理部門およびグループ各社が携わる事業経営
において豊富な知識・経験を有する人材の確保が急務であることから、引き続き新卒・中途採用社員の
募集と、入社後の研修体制の整備を強化し、良質な人材の確保に努めてまいります。 

  

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,193 983

商業手形 ※2 553 －

受取手形及び売掛金 3,006 314

営業貸付金 11,506 7,603

立替金 3,075 3,175

買取債権 ※2 8,528 ※2 6,443

商品及び製品 185 187

仕掛品 17 －

原材料及び貯蔵品 3 0

繰延税金資産 575 －

その他 1,683 2,254

貸倒引当金 △2,882 △8,233

流動資産合計 28,445 12,729

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 182 63

減価償却累計額 △42 △6

建物及び構築物（純額） 140 ※2 56

機械装置及び運搬具 0 －

減価償却累計額 － －

機械装置及び運搬具（純額） 0 －

土地 0 ※2 440

リース資産 17 －

減価償却累計額 △4 －

リース資産（純額） 13 －

その他 294 131

減価償却累計額 △102 △93

その他（純額） 192 37

有形固定資産合計 346 534

無形固定資産

のれん 230 212

商標権 45 13

ソフトウエア 561 304

その他 2 2

無形固定資産合計 839 533
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 ※2, ※3 1,598 ※2, ※3 661

破産更生債権等 6,455 3,115

長期預け金 ※2 31 －

繰延税金資産 6 －

その他 ※1 713 ※1 268

貸倒引当金 △4,528 △3,114

投資その他の資産合計 4,276 929

固定資産合計 5,463 1,998

資産合計 33,908 14,728

負債の部

流動負債

買掛金 522 157

短期借入金 ※2 1,637 ※2 2,296

1年内償還予定の社債 － 5,250

リース債務 4 －

未払金 1,057 1,592

未払法人税等 315 875

預り金 － 743

繰延税金負債 － 5

債務保証損失引当金 6,495 1,284

訴訟損失引当金 2,436 141

その他 2,673 726

流動負債合計 15,143 13,074

固定負債

社債 10,250 －

長期借入金 ※2 447 ※2 345

リース債務 9 －

繰延税金負債 31 －

その他 89 68

固定負債合計 10,827 414

負債合計 25,970 13,488

－ 9 －

㈱ＭＡＧねっとホールディングス（8073）平成22年３月期決算短信



(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22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 △1,015 △6,373

自己株式 △0 △0

株主資本合計 6,593 1,235

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7 4

繰延ヘッジ損益 △3 －

為替換算調整勘定 △29 －

評価・換算差額等合計 △39 4

少数株主持分 1,384 －

純資産合計 7,938 1,239

負債純資産合計 33,908 14,728
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(2)【連結損益計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 42,248 8,919

売上原価 ※3 26,154 5,162

売上総利益 16,094 3,756

販売費及び一般管理費 ※1, ※3 14,711 ※1 11,311

営業利益又は営業損失（△） 1,382 △7,554

営業外収益

受取利息 201 42

受取配当金 7 －

受取手数料 87 －

持分法による投資利益 － 78

匿名組合投資利益 71 44

雑収入 194 77

営業外収益合計 562 242

営業外費用

支払利息 582 102

持分法による投資損失 228 －

為替差損 127 －

支払手数料 115 7

雑損失 224 41

営業外費用合計 1,279 150

経常利益又は経常損失（△） 665 △7,462

特別利益

貸倒引当金戻入額 65 150

関係会社株式売却益 88 －

関係会社株式処分益 329 －

匿名組合投資利益 54 －

事業譲渡益 1,600 －

債務保証損失引当金戻入額 285 78

訴訟損失引当金戻入額 － 298

訴訟和解益 － 6,258

その他 169 277

特別利益合計 2,592 7,062
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別損失

前期損益修正損 － 455

固定資産処分損 ※2 105 ※2 469

減損損失 － ※5 611

投資有価証券売却損 5 11

投資有価証券評価損 670 4

関係会社株式売却損 1,443 14

債務保証損失引当金繰入額 6,299 1,105

貸倒引当金繰入額 ※4 4,603 －

訴訟損失引当金繰入額 2,436 68

和解損失 － 1,085

その他 152 286

特別損失合計 15,717 4,114

税金等調整前当期純損失（△） △12,459 △4,513

法人税、住民税及び事業税 1,125 111

過年度法人税等 1,373 801

過年度法人税等戻入額 － △306

法人税等調整額 781 546

法人税等合計 3,280 1,152

少数株主利益又は少数株主損失（△） △430 19

当期純損失（△） △15,309 △5,685
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 6,109 7,609

当期変動額

合併による増加 1,500 －

当期変動額合計 1,500 －

当期末残高 7,609 7,609

資本剰余金

前期末残高 11,563 －

当期変動額

自己株式の処分 △13,709 －

合併による増加 2,145 －

当期変動額合計 △11,563 －

当期末残高 － －

利益剰余金

前期末残高 20,926 △1,015

当期変動額

当期純損失（△） △15,309 △5,685

連結範囲の変動 △290 327

合併による増加 △9 －

自己株式の処分 △5,922 －

自己株式の消却 △1,409 －

子会社過年度修正額 1,000 －

当期変動額合計 △21,942 △5,357

当期末残高 △1,015 △6,373

自己株式

前期末残高 △19,687 △0

当期変動額

自己株式の取得 △1,410 △0

自己株式の処分 19,687 －

自己株式の消却 1,409 －

当期変動額合計 19,687 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

前期末残高 18,911 6,593

当期変動額

当期純損失（△） △15,309 △5,685

自己株式の取得 △1,410 △0

自己株式の処分 55 －

自己株式の消却 － －

連結範囲の変動 △290 327

合併による増加 3,636 －

子会社過年度修正額 1,000 －

当期変動額合計 △12,318 △5,358

当期末残高 6,593 1,235
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △111 △7

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

104 11

当期変動額合計 104 11

当期末残高 △7 4

繰延ヘッジ損益

前期末残高 △34 △3

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

31 3

当期変動額合計 31 3

当期末残高 △3 －

為替換算調整勘定

前期末残高 △85 △29

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

56 29

当期変動額合計 56 29

当期末残高 △29 －

評価・換算差額等合計

前期末残高 △231 △39

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

191 43

当期変動額合計 191 43

当期末残高 △39 4

少数株主持分

前期末残高 2,343 1,384

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △959 △1,384

当期変動額合計 △959 △1,384

当期末残高 1,384 －

純資産合計

前期末残高 21,024 7,938

当期変動額

当期純損失（△） △15,309 △5,685

自己株式の取得 △1,410 △0

自己株式の処分 55 －

自己株式の消却 － －

連結範囲の変動 △290 327

合併による増加 3,636 －

子会社過年度修正額 1,000 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △767 △1,340

当期変動額合計 △13,085 △6,698

当期末残高 7,938 1,239
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △12,459 △4,513

減価償却費 777 285

のれん償却額 110 14

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,534 5,799

製品保証引当金の増減額（△は減少） △14 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 6,023 1,078

返品調整引当金の増減額（△は減少） △72 －

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） 2,308 △150

受取利息及び受取配当金 △208 △42

支払利息 582 102

持分法による投資損益（△は益） 228 △78

投資有価証券評価損益（△は益） 670 －

関係会社株式売却損益（△は益） 1,355 14

匿名組合投資損益（△は益） △126 △44

固定資産処分損益（△は益） 72 469

事業譲渡損益（△は益） △1,600 －

訴訟和解益 － △6,258

和解損失 － 1,085

商業手形の増減額（△は増加） 4,458 553

買取債権の増減額（△は増加） △97 1,167

売上債権の増減額（△は増加） 1,313 2,369

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,753 18

営業貸付金の増減額（△は増加） 457 3,902

仕入債務の増減額（△は減少） △1,027 △328

立替金の増減額（△は増加） △1,664 △106

未払金の増減額（△は減少） 3,183 446

その他 71 △760

小計 12,632 5,022

利息及び配当金の受取額 234 95

利息の支払額 △450 △138

訴訟和解金の支払額 － △140

法人税等の支払額 △3,044 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,371 4,834
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３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 △420 △50

有形固定資産の売却による収入 79 224

無形固定資産の取得による支出 △637 △123

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 3,922 100

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取得によ
る収入

2,586 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入

5,283 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △267

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の処分によ
る支出

△1,780 －

貸付けによる支出 △17,981 △715

貸付金の回収による収入 19,379 234

敷金及び保証金の差入による支出 △85 △293

敷金及び保証金の回収による収入 286 170

その他 7 △10

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,095 △829

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 22,247 2,772

短期借入金の返済による支出 △46,749 △2,795

長期借入れによる収入 8,616 －

長期借入金の返済による支出 △19,442 △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

自己株式の取得による支出 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △17 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △4 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △25,099 △5,227

現金及び現金同等物に係る換算差額 △46 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,679 △1,222

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期末残高 ※1 2,193 ※1 983
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(5)【継続企業の前提に関する注記】 

 該当事項はありません。 

 

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社

子会社のうち、下記の９社を連結しております。

㈱ＭＡＧねっと

㈱ジャスティス債権回収

㈱Ｊファクター

㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィ

㈱プロパティーマネージメント

㈱ジャック・アンド・ベティー・

          トレーディング

㈱バックオフィスサービス

㈱ＩＰＯ・ＩＲ研究所

㈱Ｔ・ＺＯＮＥリサーチ  

(新 規)

・新たに株式を取得したもの 

  ㈱バックオフィスサービス 

・新設分割によるもの 

  ㈱ＭＡＧねっと

(除 外)

・当社との合併により解散したもの 

  ㈱ＭＡＧ 

・株式譲渡によるもの 

  ㈱イーマックス、㈱ＴＺファイナンス 

  ㈱TEMJIN OPPORTUNISTIC INVESTMENT  

  他１社                  

・差入担保株式につき担保権が行使されたことに 

 よるもの 

  マルマン㈱他３社

 なお、㈱Ｔ・ＺＯＮＥリサーチは当連結会計年

度において株式を売却したため、一旦連結

の範囲から除外しましたが、その後、当社の子会

社が当該株式を取得したことから、当連結会計年

度末において連結の範囲に含めております。

 また、㈱カーチスホールディングスとその連結

子会社は当連結会計年度において当社の合併に伴

い、連結子会社となりましたが、その後、担保と

して差入れておりました当該株式につき担保権が

行使されたことにより、当連結会計年度末におい

て連結の範囲から除外しております。

１ 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社

子会社のうち、下記の８社を連結しております。

㈱ＶＥＳＴＡ

㈱ＶＥＳＴＡプロパティーマネージメント

㈱ジャスティス債権回収

㈱Ｊファクター

㈱ＩＦ

㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィ

㈱アセットマネージメント

㈱バックオフィスサービス

(新 規)

・連結子会社の新設分割によるもの 

  ㈱ＩＦ 

  ㈱ＶＥＳＴＡプロパティーマネージメント 

・重要性が増したことによるもの 

  ㈱アセットマネージメント

(除 外)

・事業再編により吸収合併されたもの 

  ㈱ＩＰＯ・ＩＲ研究所 

・担保権の行使が否認されたことによるもの 

  ㈱Ｔ・ＺＯＮＥリサーチ 

・株式譲渡によるもの 

  ㈱プロパティーマネージメント 

  ㈱ジャック・アンド・ベティー・ 

            トレーディング

 また、㈱ＭＡＧねっとは平成21年７月１日付で

㈱ＶＥＳＴＡに社名変更しております。

 (2) 主要な非連結子会社

㈱Ｉファクター

非連結子会社のうち８社は、いずれも小規模で

あり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、

いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

  また、上記以外に平成21年２月23日に民事再生

申立てを行った㈱ＳＦＣＧより担保として提供を

受けていた子会社株式に対して同日付で担保権を

実行しておりますが、支配が一時的であると認め

られるため連結の範囲から除外しております。

 (2) 主要な非連結子会社

㈱Ｉファクター

非連結子会社３社は、いずれも小規模であり、

総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないた

めであります。
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社 １社

 マルマン㈱

(新 規)

・差入担保株式につき担保権が行使されたことに

 より子会社から関連会社になったもの 

 マルマン㈱

(除 外)

・株式譲渡によるもの 

 ㈱塩見ホールディングス

・差入担保株式につき担保権が行使されたことに 

 よるもの 

 ㈱マルマンコリア

２ 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用関連会社 ０社

(除 外)

・株式譲渡によるもの 

 マルマン㈱

(2) 持分法非適用の非連結子会社

主要な非連結子会社

㈱Ｉファクター

持分法を適用していない非連結子会社は、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分法の適用

範囲から除外しております。

(2) 持分法非適用の非連結子会社の㈱Ｉファクター他

２社及び関連会社の㈱エフワンインタラクティブコン

テンツは、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、

かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範

囲から除外しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の決算日は、以下の会社を除き連結決算

日と一致しております。

    ７月31日 … ㈱ジャスティス債権回収

㈱Ｊファクター

    ９月30日 … ㈱ジャック・アンド

 ベティー・トレーディング

㈱プロパティーマネージメント

    12月31日 … ㈱バックオフィスサービス

 連結財務諸表の作成に当たっては連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

  連結子会社の決算日は、以下の会社を除き連結決算

日と一致しております。

    ７月31日 … ㈱ジャスティス債権回収

㈱Ｊファクター

㈱ＩＦ

    12月31日 … ㈱バックオフィスサービス

同左

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）、評価方法は取扱品目または

業態により移動平均法、個別法等

（会計方針の変更）

  当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日公表分）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であり

ます。

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

①有価証券

時価のあるもの……決算期末日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し

売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

  ……移動平均法による原価法

②たな卸資産

主として移動平均法による原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）

   ②デリバティブ 

     時価法

  

③有価証券

その他有価証券

時価のあるもの……決算期末日の市場価格

等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し

売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

  ……移動平均法による原価法
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）…定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ａ）建物及び構築物…………３～40年

ｂ）有形固定資産その他……２～15年

②無形固定資産……定額法

なお、ソフトウェア(自社利用分)については、

社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額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に

よっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産…定率法

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定額法を採

用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

ａ）建物及び構築物…………３～41年

ｂ）有形固定資産その他……２～15年

②無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金

     債権の貸倒れによる損失に備えるため、

ａ）一般債権

貸倒実績率により、回収不能見込額を計上

しております。

ｂ）貸倒懸念債権及び破産更生債権等

個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

  ②債務保証損失引当金

       債務保証等に係る損失に備えるため、損失

負担見込額を計上しております。

  ③訴訟損失引当金

      訴訟に対する損失に備えるため、将来発生

する可能性のある損失を見積もり、必要と認

められる額を計上しております。

  ④その他の引当金

      マルマン㈱及び㈱カーチスホールディング

スは、製品の無償補修に対する費用の支出に

充てるため、過去の実績率を基礎として、発

生見込額を「製品保証引当金」に計上してお

ります。 

 マルマン㈱は、将来予想される売上返品に

備えるため、過去の返品実績率に基づく返品

損失見積額を「返品調整引当金」に計上して

おります。 

 ㈱カーチスホールディングスは、店舗閉鎖

に伴う費用損失に備えるため、今後の発生見

込額を「閉鎖店舗引当金」に計上しておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基準

  ①貸倒引当金

同左 

  

 

  

 

 

  ②債務保証損失引当金

同左

  ③訴訟損失引当金

同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) 重要なヘッジ会計の方法

   ①ヘッジ会計の方法

      繰延ヘッジ処理を採用しております。 

また、為替変動リスクのヘッジについて振当

処理の要件を充たしている場合には振当処理

を採用しております。

   ②ヘッジ手段とヘッジ対象

     ヘッジ手段…

      為替予約

     ヘッジ対象…

     製品輸出による外貨建売上債権、原材料輸入

による外貨建買入債務

   ③ヘッジ方針

     当社の内規である「市場リスク管理規程」に

基づき、為替リスクをヘッジしております。

   ④ヘッジ有効性評価の方法

     ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロ

ー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキ

ャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両

者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。

(4) 重要なヘッジ会計の方法

──────

    

    

    

    

     

     

     

     

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①消費税等の会計処理

 税抜方式によっており、資産に係る控除対象外

消費税等は、発生連結会計年度の期間費用として

おります。

②連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

   ①消費税等の会計処理

同左

②連結納税制度の適用

同左

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれんの償却については、その効果が発現する期間

を見積り、20年以内の合理的な期間において定額法に

より償却しておりますが、金額が僅少な場合は発生連

結会計年度に全額償却しております。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。なお、明らかに短

期借入金と同様と認められるもの以外の当座借越は、

負の現金同等物として扱っております。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日)

(リース取引に関する会計基準) 
      当連結会計年度より、「リース取引に関する会計 
    基準」（企業会計基準第13号 終改正平成19年３ 
    月30日）及び「リース取引に関する会計基準の適用 
    指針」（企業会計基準適用指針第16号 終改正平 
    成19年３月30日）を適用しております。 
      なお、リース取引開始日がリース取引会計基準の 
    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 
    に準じた会計処理によっております。 
      これによる損益に与える影響は軽微であります。

──────

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表) 
 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内
閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年
度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの
は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」
「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、
前連結会計年度の「なた卸資産」に含まれる「商品及び
製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ
1,856百万円、36百万円、1,153百万円であります。 
 「立替金」は、前連結会計年度まで流動資産の「その
他」に含めて表示しておりましたが、総資産の100分の
５を超えたため区分掲記しました。なお、前連結会計年
度における「立替金」の金額は1,358百万円でありま
す。

(連結貸借対照表) 
 「預り金」は、前連結会計年度まで流動資産の「その
他」に含めて表示しておりましたが、負債及び純資産の
合計額の100分の５を超えたため区分掲記しました。な
お、前連結会計年度における「預り金」の金額は1,377
百万円であります。

────── (連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」に区分掲記しておりました「投資有価証券
評価損益」（当連結会計年度は４百万円）は、重要性が
減少したため、当連結会計年度において、「営業活動に
よるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示し
ております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 

(平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(平成22年３月31日)

※１ 投資不動産の減価償却累計額       2百万円 ※１ 投資不動産の減価償却累計額        2百万円

 

 

※２ 担保資産

(1) 担保に供している資産
買取債権 4,764百万円
投資有価証券 99百万円
      計 4,864百万円

 

  

 

(2) 担保資産に対応する債務
短期借入金 607百万円
長期借入金 447百万円

計 1,054百万円

また、商業手形の流動化を行っており、この流動

化に関連し、投資その他の資産「長期預け金」に31

百万円が留保されております。

 

 

※２ 担保資産

(1) 担保に供している資産
買取債権 235百万円
建物及び構築物 37百万円
土地 422百万円
投資有価証券 43百万円
     計 739百万円

(2) 担保資産に対応する債務
短期借入金 1,030百万円
長期借入金 345百万円

計 1,376百万円

 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。
投資有価証券(株式) 1,301百万円

 

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。
投資有価証券(株式) 618百万円

 

 

 ４ 偶発債務

(1)保証債務
賃貸保証事業の家賃保証極度額 11,026百万円
ファクタリング事業の債務保証
残高 1,178百万円

      連結子会社以外の会社の借入金等に対して、次の
  とおり債務保証を行っております。

(株)ＡＡＡ 760百万円
(株)ＳＦＣＧ 19,490百万円
(株)アセットマネジメント 536百万円
マルマン(株) 930百万円
(合)白虎 1,000百万円
    計 22,716百万円

(2) 上記㈱ＳＦＣＧの債務保証については、平成21年
３月６日、日本振興銀行㈱より、同社が平成21年１
月に㈱ＳＦＣＧとの間で、㈱ＳＦＣＧが保有する貸
付債権合計17,990百万円を日本振興銀行㈱に譲渡す
る債権譲渡契約を締結し、当該譲渡債権の債務者が
日本振興銀行㈱に対して負う債務について連帯保証
を行う内容の保証契約を当社グループ（当社及び当
社子会社である㈱Ｊファクター、㈱ジャスティス債
権回収）が締結したとして、当社グループの保証債
務が存在することの確認を求めて訴訟を提起されて
おります。 
  当社は、当該保証契約には法的な問題事由がある
ため当該保証契約は無効であると考えております。
  なお、本保証債務について、当連結会計年度にお
いて今後発生する可能性のある損失の見積額を債務
保証損失引当金として6,299百万円計上しておりま
すが、当該引当金は本保証債務の存在を容認したも
のではなく、保守的観点から計上したものです。

 

 

 ４ 偶発債務

保証債務
賃貸保証事業の家賃保証極度額 11,372百万円

     連結子会社以外の会社の借入金等に対して、次の
  とおり債務保証を行っております。

マルマン(株) 607百万円
(株)カーチスコールセンター 43百万円
   計 650百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。
給料手当 3,723百万円
販売促進費 1,266百万円
支払手数料 1,393百万円
貸倒引当金繰入額 2,767百万円
債務保証損失引当金繰入額 190百万円

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。
給料手当 1,750百万円
販売促進費 196百万円
支払手数料 1,112百万円
貸倒引当金繰入額 6,055百万円
債務保証損失引当金繰入額 58百万円

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 47百万円
有形固定資産その他 45百万円
ソフトウエア 12百万円

※２ 固定資産処分損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 304百万円
有形固定資産その他 67百万円
ソフトウエア 98百万円

※３ 研究開発費の総額 

売上原価、販売費及び一般管理費に含まれる研究開

発費は次のとおりであります。
                   54百万円

──────

※４ 貸倒引当金繰入額の内訳は次のとおりでありま

す。

主に、担保権の行使により処分された関係会社株

式の求償権に係るものであります。

──────

────── ※５ 減損損失の内訳は次のとおりであります。 

連結子会社 

  ㈱Ｊファクター

のれん 381百万円

ソフトウエア 230百万円
建物及び構築物 0百万円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（注）１．普通株式の発行済株式総数の減少13,682千株は、自己株式の消却によるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加13,682千株は、単元未満株式の買取りによるもの0千株と取締役会決議によ

る取得13,682千株であります。 

３．普通株式の自己株式の株式数の減少23,912千株は、企業結合に伴う交付によるもの10,230千株、単元未満株式

の売渡しによるもの0千株及び自己株式消却によるもの13,682千株であります。 

  
２ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
  
３ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

   
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  
２ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 
  
３ 配当に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

普通株式(千株) 33,137 ─ 13,682 19,455

自己株式

普通株式(千株) 10,230 13,682 23,912 0

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

発行済株式

普通株式(千株) 19,455 ─ ─ 19,455

自己株式

普通株式(千株) 0 0 ─ 0

－ 24 －

㈱ＭＡＧねっとホールディングス（8073）平成22年３月期決算短信



  

 
  
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,193百万円

現金及び現金同等物 2,193百万円

 
 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 983百万円

現金及び現金同等物 983百万円

２ 合併により新たに連結子会社となった会社の資産及

び負債の主な内訳

──────

  ㈱カーチスホールディングス（連結）

 

 

流動資産 5,335百万円

固定資産 1,839百万円

 資産合計 7,175百万円

流動負債 5,345百万円

固定負債 4百万円

 負債合計 5,349百万円

３ 株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

──────

  ㈱イーマックス

 

 

流動資産 15,851百万円

固定資産 320百万円

 資産合計 16,172百万円

流動負債 9,829百万円

固定負債 601百万円

 負債合計 10,431百万円

 同社株式の売却価額 5,829百万円

同社の現金及び現金同等物 △548百万円

 差引：同社売却による収入 5,281百万円

４ 株式の処分により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

──────

  マルマン㈱（連結）

 

 

流動資産 3,823百万円

固定資産 535百万円

 資産合計 4,359百万円

流動負債 1,382百万円

固定負債 860百万円

 負債合計 2,243百万円

  ㈱カーチスホールディングス（連結）

 

 

流動資産 5,117百万円

固定資産 1,354百万円

 資産合計 6,472百万円

流動負債 5,038百万円

固定負債 109百万円

 負債合計 5,148百万円
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３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 

   ３．事業区分の変更 

         自動車関連事業は、第３四半期連結会計期間より連結子会社となりました、㈱カーチスホールディングスが

 営んでいる事業であるため、当該セグメントを新設いたしました。 

   ４．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、776百万円であり、その主なもの 

 は、管理部門に係る費用であります。 

   ５．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、15,001百万円であり、その主なものは親会社で 

 の余資運用資金（現預金）及び管理部門に係る資産等であります。 

(セグメント情報)

１ 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)

Ⅰ 売上高及び営業損益 
  売上高

   (1)外部顧客に対する 
      売上高

6,930 6,625 4,758 2,011 6,577

   (2)セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

11 1,478 6 615 0

計 6,942 8,103 4,764 2,626 6,577

   営業費用 6,409 6,038 4,739 2,279 6,724

  営業利益 
  又は営業損失(△)

532 2,064 25 347 △147

 Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

   (1)資産 6,539 26,253 982 1,457 ―
   (2)減価償却費 211 135 3 29 101
   (3)資本的支出 ― 30 ― 84 ―

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益  
 売上高

   (1)外部顧客に対する 
      売上高

13,667 1,678 42,248 ― 42,248

   (2)セグメント間の内部 
      売上高又は振替高

― 527 2,638 (2,638) ―

計 13,667 2,205 44,887 (2,638) 42,248

   営業費用 13,941 2,036 42,168 (1,302) 40,866

   営業利益 
   又は営業損失(△)

△274 169 2,718 (1,336) 1,382

 Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

   (1)資産 ― 1,988 37,220 (3,311) 33,908
   (2)減価償却費 117 175 773 3 777
   (3)資本的支出 ― ― 115 1 116
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３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。なお、システム開発関連事業は平成21年10

月31日付で廃止をしております。 

    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 

   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179百万円であります。 

   ４．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,243百万円であり、その主なものは親会社の金

融資産及び管理部門に係る資産等であります。 

   ５．前連結会計年度末において、スポーツ用品等製造販売事業を営んでいたマルマン㈱、自動車関連事業を営んで

いた㈱カーチスホールディングスを連結の範囲から除外したことに伴い、当連結会計年度よりスポーツ用品等

製造販売事業、自動車関連事業をセグメントから除いております。 

  

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 海外売上高がないため、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)

Ⅰ売上高及び営業損益
売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

2,677 1,322 3,851 862 204 8,919 ― 8,919

(2)セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

54 41 28 85 0 210 (210) ―

計 2,732 1,364 3,879 948 205 9,129 (210) 8,919

営業費用 4,666 6,582 3,928 1,043 320 16,541 (68) 16,473

営業損失(△) △1,934 △5,217 △48 △95 △115 △7,412 (141) △7,554

Ⅱ資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

   資産 3,330 10,986 776 ─ 810 15,902 (1,174) 14,728

   減価償却費 84 169 4 22 3 285 ─ 285

   減損損失 ─ 611 ─ ─ ─ 611 ─ 611

   資本的支出 108 47 31 ─ 1 189 ─ 189

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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  (１) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、金融事業において債権管理回収などのサービサー業務、また、不動産関連事業において賃

貸契約に対する保証業務を行っております。これにより、主に信用リスクを伴う金融資産を有しているため、

当該業務の意思決定及びリスク管理に当たっては、かかるリスク評価の前提となる、顧客に関する与信チェッ

クや審査を当社で定める基本規定に基づき的確に行い、担当責任者の承認を得て実施しております。 

 なお、資金調達については、主に銀行借入のほか、親会社からの借入金により賄っております。 

  

  (２) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

当社グループが保有する主な金融資産は、金融事業における営業貸付金・買取債権、不動産賃貸保証事業に

おける延滞立替金であります。 

 営業貸付金は、平成21年３月以前に貸金業を行っておりました連結子会社が保有しておりますが、現在は新

規の貸付は行っておりません。 

 サービサー事業における買取債権については、「債権管理回収業に関する特別措置法」第２条第１項の１

号・２号債権が中心であり、主な取引先は、全国の地方銀行・信用金庫・信用組合、他社サービサー、ノンバ

ンク等となっております。また、債権の買取りに際しては、当該債権のキャッシュフローないし担保物件評価

額をベースに個々の債権の特性を勘案しながら買取価格を算定しております。 

 不動産賃貸保証事業における延滞立替金は、保証委託契約により賃借人から保証料収入を得る一方、賃貸保

証契約により賃貸人（管理会社）に対し、賃借人の延滞家賃を立替えて支払い、その後、賃借人に対する回収

活動を行うものです。 

 これらの金融資産は、顧客の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されております。そのため、

当該リスクに関しては、担当部署において、リスク管理規定に従い、取引開始の前提となる債務者に関する

様々な有用情報について詳細な調査・分析を行い、また、取引開始後において的確な期日管理・残高管理を行

うことにより、可能な範囲で早期把握や軽減を図っております。 

 他方、借入金及び社債は、主に営業取引または長期的な運転資金の調達を目的としたものであり、各部署か

らの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより流動性リスクを管理しております

が、連結子会社において、金融機関からの借入金の約定による返済が一部延滞しております。また、社債につ

いても一部引受先による繰上償還権が行使されております。 

  

  (３) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。 

  

(金融商品関係)

１．金融商品の状況に関する事項
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平成22年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。（（注2）参

照） 

                                       （単位：百万円） 

 
  

（注1）金融商品の時価の算定方法 

  資 産 

  （1）現金及び預金、（2）受取手形及び売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

  （3）営業貸付金 

期末日現在の残高について、回収可能性を加味した元利金の見積り将来キャッシュ・フローを市場金利で割

引いた現在価値を時価としております。なお、短期間に決済される営業貸付金の時価は、貸借対照表価額から

貸倒引当金を控除した金額に近似していることから当該価額を時価としております。 

  （4）立替金 

債務者について与信管理上の信用リスク区分ごとに分類し、回収可能見込額に基づいて貸倒見積高を算定し

ているため、時価は連結決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似してお

り、当該価額をもって時価としております。 

  （5）買取債権 

見積将来キャッシュ・フローの現在価値に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日にお

ける貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としており

ます。 

  （6）投資有価証券 

株式は取引所の価格によっております。 

  （7）破産更生債権等 

破産更生債権については、担保の処分見込額及び保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定して

いるため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該

価額をもって時価としております。 

２．金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表
計上額

時価 差額

（1）現金及び預金 983 983 ─

（2）受取手形及び売掛金 314 314 ─

（3）営業貸付金 7,603

   貸倒引当金 △2,396

5,206 5,177 △29

（4）立替金 3,175

   貸倒引当金 △1,613

1,561 1,561 ─

（5）買取債権 6,443

   貸倒引当金 △2,681

3,761 3,761 ─

（6）投資有価証券

   その他有価証券 43 43 ─

（7）破産更生債権等 3,115

   貸倒引当金 △3,114

0 0 ─

資産計 11,871 11,842 △29

（1）買掛金 157 157 ─

（2）短期借入金 2,296 2,296 ─

（3）1年内償還予定の社債 5,250 5,250 ─

（4）長期借入金 345 340 △4

負債計 8,049 8,045 △4
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  負 債 

  （1）買掛金、（2）短期借入金、（3）1年内償還予定の社債 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

  （4）長期借入金 

長期借入金については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた

現在価値により算定しております。 

  

（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 
  

（注3）金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額 

 
  

  

区分 連結貸借対照表計上額（百万円）

関係会社株式 618

1年以内（百万円）

現金及び預金 983

受取手形及び売掛金 314

投資有価証券

 その他有価証券のうち満期があるもの ─

合計 1,298
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純損失 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 336.87円

１株当たり当期純損失（△） △587.94円

１株当たり純資産額 63.72円

１株当たり当期純損失（△） △292.24円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在 

 株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に 

ついては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在 

株式が存在しないため記載しておりません。

前連結会計年度末
（平成21年３月31日)

当連結会計年度末
（平成22年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 7,938 1,239

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 1,384 ─

 （うち少数株主持分） 1,384 ─

普通株式に係る期末の純資産額（百万円） 6,553 1,239

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
普通株式の数（千株）

19,455 19,454

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純損失（△）（百万円） △15,309 △5,685

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ─

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円） △15,309 △5,685

期中平均株式数（千株） 26,038 19,454
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リース取引、有価証券、退職給付、税効果会計、関連当事者との取引に関する注記事項については、決算短

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。デリバティブ取引、ストッ

ク・オプション等に関する注記事項については、該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 当社は平成21年４月28日付にて、平成21年２月23日に

民事再生手続開始の申立てを行い、再生手続廃止の決定

がなされたために破産手続へと移行した㈱ＳＦＣＧ（以

下、「ＳＦＣＧ」といいます。）の破産管財人より、①

当社に係るＳＦＣＧに対する担保権実行の否認（当該担

保権実行により取得した当社株式13,682,483株の時価相

当額約4,309百万円とその利息の支払い）、②当社及び

㈱ジャスティス債権回収、㈱Ｊファクターに係るＳＦＣ

Ｇに対する担保権実行の否認（当該担保権実行により取

得した一般貸付債権の３割の約25,975百万円とその利息

の支払い、ならびに同様に取得した子会社株式等その他

の資産がＳＦＣＧに帰属することの確認）の申立てを東

京地方裁判所に提起されました。 

 上記①の申立てについて、東京地方裁判所は否認請求

申立事件であることから、平成21年５月19日付で原告の

請求の一部を認容し、当社に対して3,967百万円とその

利息の支払いを求める決定、②の申立てについても同じ

く25,975百万円とその利息の支払いを求める、ならびに

子会社株式等その他の資産がＳＦＣＧに帰属することを

確認する決定を下しておりますが、当社は当該２件の担

保実行について問題はないものと考えており、同年６月

17日に異議申立てを行いました。 

  また、（連結貸借対照表関係）に記載のとおり、当

社グループ（当社及び当社子会社２社）は、日本振興銀

行㈱より当社グループの保証債務が存在することの確認

を求めて訴訟を提起されておりますが、これを要因とし

て、当社は平成21年５月21日に一部の銀行預金の仮差押

を受けました。同様に、当社子会社２社も一部の銀行預

金等の仮差押を受けております。  

 当社といたしましては、当該保証契約には法的な問題

事由があるため当該保証契約は無効であると考えてお

り、その旨を裁判手続きにおいて主張しております。 

 

１. 連結子会社に対する破産申立て  
 当社の連結子会社である株式会社Ｊファクターは、同
社の債権者１名より東京地方裁判所に破産手続開始の申
立てがなされました。 
（1）申立ての概要 
   ①申立人  愛知県小牧市堀の内四丁目154番地 
         佐藤食品工業株式会社 
         代表取締役 鈴木 宗行 
   ②申立日  平成22年３月31日 
   ③管轄裁判所 東京地方裁判所 
（2）株式会社Ｊファクターの概要 
   ①所在地  東京都港区南青山二丁目２番８号 
   ②代表者  代表取締役 竹内 広国 
   ③事業内容 金融・投資関連事業 
   ④資本金  10億70百万円 
   ⑤負債総額 52億21百万円 
（3）今後の見通し 
   本件につきましては、現在審申中となっており、  
  その進行により適時お知らせ致します。なお、㈱ 
  Ｊファクターは既に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 
  とから、当社の連結売上高に与える影響は軽微で 
  あります。 
  
２. 保証債務請求訴訟について  
 当社は、平成21年２月に佐藤食品工業株式会社より、
株式会社ＳＦＣＧが発行したコマーシャルペーパーに関
する保証債務請求訴訟を提起されておりましたが、平成
22年４月30日東京地方裁判所において上記の請求を認め
る判決がありました。当社としてはこの判決について不
服があることから東京高等裁判所に控訴中であります。 
 また、当該訴訟に係る損失発生見込額については、当
連結会計年度において債務保証損失引当金として計上し
ています。 

(開示の省略)

－ 32 －

㈱ＭＡＧねっとホールディングス（8073）平成22年３月期決算短信



5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13 3

売掛金 34 31

短期貸付金 － 191

関係会社短期貸付金 2,251 909

未収入金 1,249 861

前払費用 1 1

繰延税金資産 1 －

その他 11 35

貸倒引当金 △100 △456

流動資産合計 3,462 1,578

固定資産

有形固定資産

建物 － 10

減価償却累計額 － △1

建物（純額） － 8

車両運搬具 0 －

減価償却累計額 － －

車両運搬具（純額） 0 －

工具、器具及び備品 6 17

減価償却累計額 △4 △7

工具、器具及び備品（純額） 1 10

有形固定資産合計 1 18

無形固定資産

商標権 45 13

ソフトウエア 13 10

電話加入権 1 1

無形固定資産合計 60 24

投資その他の資産

投資有価証券 75 0

関係会社株式 11,339 5,051

出資金 0 0

破産更生債権等 4,415 86

繰延税金資産 4 －

敷金及び保証金 － 89

その他 55 31

貸倒引当金 △4,415 △86

投資その他の資産合計 11,476 5,172

固定資産合計 11,538 5,216

資産合計 15,001 6,795
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 4,366 1,648

未払金 17 470

未払費用 63 151

未払法人税等 19 802

預り金 5 5

債務保証損失引当金 6,354 1,105

訴訟損失引当金 1,184 8

その他 0 －

流動負債合計 12,012 4,191

負債合計 12,012 4,191

純資産の部

株主資本

資本金 7,609 7,609

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △4,613 △5,005

利益剰余金合計 △4,613 △5,005

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,995 2,603

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7 －

評価・換算差額等合計 △7 －

純資産合計 2,988 2,603

負債純資産合計 15,001 6,795
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

営業収益

不動産事業売上高 2,286 －

受取配当金 1,095 －

その他 102 73

営業収益合計 3,485 73

営業費用

商標権償却費 31 32

その他 68 －

販売費及び一般管理費 2,633 1,025

営業費用合計 2,734 1,057

営業利益又は営業損失（△） 751 △984

営業外収益

受取利息 274 60

受取手数料 45 －

雑収入 96 23

営業外収益合計 417 83

営業外費用

支払利息 343 128

支払手数料 71 7

雑損失 131 23

営業外費用合計 545 158

経常利益又は経常損失（△） 622 △1,059

特別利益

抱合せ株式消滅差益 894 －

関係会社株式売却益 548 59

関係会社株式処分益 355 －

訴訟和解益 － 6,570

その他 137 208

特別利益合計 1,935 6,838

特別損失

固定資産処分損 0 －

関係会社株式評価損 － 4,543

関係会社株式売却損 1,586 0

貸倒引当金繰入額 4,415 11

債務保証損失引当金繰入額 6,299 1,105

訴訟損失引当金繰入額 1,184 8

その他 － 40

特別損失合計 13,487 5,709

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △10,928 69

法人税、住民税及び事業税 △794 △35

過年度法人税等 1,373 801

過年度法人税等戻入額 － △306

法人税等調整額 511 1

法人税等合計 1,091 461

当期純損失（△） △12,020 △392
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 6,109 7,609

当期変動額

合併による増加 1,500 －

当期変動額合計 1,500 －

当期末残高 7,609 7,609

資本剰余金

その他資本剰余金

前期末残高 11,563 －

当期変動額

自己株式の処分 △13,709 －

合併による増加 2,145 －

当期変動額合計 △11,563 －

当期末残高 － －

資本剰余金合計

前期末残高 11,563 －

当期変動額

自己株式の処分 △13,709 －

合併による増加 2,145 －

当期変動額合計 △11,563 －

当期末残高 － －

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

前期末残高 14,748 △4,613

当期変動額

当期純損失（△） △12,020 △392

合併による増加 △9 －

自己株式の処分 △5,922 －

自己株式の消却 △1,409 －

当期変動額合計 △19,361 △392

当期末残高 △4,613 △5,005

利益剰余金合計

前期末残高 14,748 △4,613

当期変動額

当期純損失（△） △12,020 △392

合併による増加 △9 －

自己株式の処分 △5,922 －

自己株式の消却 △1,409 －

当期変動額合計 △19,361 △392

当期末残高 △4,613 △5,005
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

自己株式

前期末残高 △19,687 △0

当期変動額

自己株式の取得 △1,410 △0

自己株式の処分 19,687 －

自己株式の消却 1,409 －

当期変動額合計 19,687 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計

前期末残高 12,733 2,995

当期変動額

当期純損失（△） △12,020 △392

自己株式の取得 △1,410 △0

自己株式の処分 55 －

自己株式の消却 － －

合併による増加 3,636 －

当期変動額合計 △9,737 △392

当期末残高 2,995 2,603

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 － △7

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△7 7

当期変動額合計 △7 7

当期末残高 △7 －

純資産合計

前期末残高 12,733 2,988

当期変動額

当期純損失（△） △12,020 △392

自己株式の取得 △1,410 △0

自己株式の処分 55 －

自己株式の消却 － －

合併による増加 3,636 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7 7

当期変動額合計 △9,745 △384

当期末残高 2,988 2,603
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(4)【継続企業の前提に関する注記】 

 該当事項はありません。
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