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平成 24 年 12 月 28 日 

各  位 

会 社 名 株式会社ＭＡＧねっとホールディングス

代表者名 代表取締役社長  大島 嘉仁 

 （コード番号 8073）

問合せ先 取締役経理部長  末松 知史 

 （TEL 03－5643－0620 ）

 

 親会社等の決算に関するお知らせ 

 

当社の非上場の親会社等であります株式会社シグマの平成24年９月期の決算が確定いたしましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

 
１．親会社等の名称等 

 (1) 親会社等の名称  株式会社シグマ 

 (2) 本店所在地    東京都港区南青山二丁目２番８号 

 (3) 代表者の氏名   代表取締役社長 大島 嘉仁 

 (4) 事業の内容    子会社管理業 

 (5) 資本金の額    10 百万円 

  (6) 当社との関係 

  ① 資本関係     議決権所有割合 78.2％（平成 24 年９月 30 日現在） 

  ② 人的関係     取締役兼任２名 

  ③ 取引関係     経営指導料の支払 
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２．株式の所有者別状況、大株主の状況及び役員の状況 

(1) 所有者別状況 

 （平成24年9月30日現在）

区分 

株式の状況 
単元未満 
株式の状 
況（株） 

政府及び地
方公共団体 

金融機関 
金融商品 
取引業者 

その他の 
法人 

外国法人等 
個人その他 計 

個人以外 個人 

株主数（人） － － － － 2 － 3 5 －

所有株式数 
（株） 

－ － － － 13,895 － 11,232,672 11,246,567 －

所有株式数の
割合（％） 

－ － － － 0.1 － 99.9 100.0 －

 

 

(2) 大株主の状況 
  （平成24年9月30日現在）

氏名又は名称 住所 所有株式数（株） 
発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合（％）

大島 嘉仁 東京都渋谷区 10,068,199 89.5 

ウィルポン 由貴 東京都渋谷区 1,164,471 10.4 

BERNARD HOLDINGS CORP 
P.O.Box146,RoadTown, Tortola, British 
Virgin Islands 

10,934 0.1 

HUCKLEBERRY LIMITED 
60 Market Square., P.O. Box 364Belize 
City, Belize 

2,961 0.0 

大島 由里子 東京都渋谷区 2 0.0 

計 11,246,567 100.0 
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(3) 役員の状況 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数
（株） 

代表取締役 
社長 

 大島 嘉仁 昭和51年10月23日生

平成11年４月 三井物産株式会社入社 

平成16年８月 リーマン・ブラザーズ証券会社入社 

平成20年２月 アジアン・センチュリー・クエストキャピタ

ル入社 

平成20年８月 株式会社Ｊファクター入社 

〃     株式会社Ｔ・ＺＯＮＥホールディングス

（現：株式会社ＭＡＧねっとホールディング

ス）執行役員関連事業部長 

平成20年10月 株式会社ＭＡＧねっと（現：株式会社ＭＡＧ

ねっとホールディングス）代表取締役社長 

平成20年12月 株式会社カーチス代表取締役副会長 

平成21年１月 株式会社カーチスホールディングス代表取

締役社長 

  〃     株式会社カーチス代表取締役社長 

  〃     ＱandＣompany株式会社代表取締役 

平成21年５月 株式会社ブルーバード代表取締役（現任） 

平成22年８月 ＱandＣompany株式会社代表取締役 

〃     株式会社ＱＲＥ代表取締役（現任） 

  〃     株式会社ＱＡＭ代表取締役（現任） 

平成23年６月 株式会社ＭＡＧねっとホールディングス代

表取締役社長（現任） 

平成23年11月 株式会社シグマ代表取締役社長（現任） 

10,068,199

取 締 役  
ウィルポン 由貴 

※１ 
昭和53年４月23日生

平成６年８月 株式会社ケン・エンタープライズ取締役 

平成21年７月 ＱandＣompany株式会社代表取締役 

  〃     株式会社ＱＲＥ代表取締役 

  〃     株式会社ＱＡＭ代表取締役 

平成21年11月 株式会社ＭＡＧねっとホールディングス取

締役（現任） 

平成22年８月 ＱandＣompany株式会社取締役 

平成23年11月 株式会社シグマ取締役（現任） 

1,164,471

取 締 役  大島 由里子※２ 昭和26年８月１日生

昭和56年６月 株式会社ケン・エンタープライズ代表取締役

平成20年９月 株式会社ＡＳＡ代表取締役（現任） 

平成22年８月 ＱandＣompany株式会社取締役 

平成23年11月 株式会社シグマ取締役（現任） 

2

監 査 役  大島 香代※３ 昭和36年６月18日生
平成16年７月 株式会社ケン・エンタープライズ監査役 

平成23年11月 株式会社シグマ監査役（現任） 
－

計 11,232,672

 （注）※１ 取締役ウィルポン由貴は、代表取締役社長大島嘉仁の妹であります。 

※２ 取締役大島由里子は、代表取締役社長大島嘉仁の母であります。 

※３ 監査役大島香代は、代表取締役社長大島嘉仁の叔母であります。 
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３．財務諸表 

 

貸 借 対 照 表 

（平成 24 年９月 30 日現在）  

（単位:千円）

資産の部 負債の部 

科目 金額 科目 金額 

流動資産 3,092,161 流動負債 910,021

固定資産 15,070,140 固定負債 2,522,397

有形固定資産 10,994 負債の部合計 3,432,418

無形固定資産 686 純資産の部 

投資その他の資産 15,058,459 株主資本 14,729,883

 
  

資本金 

資本剰余金 

 その他資本剰余金 

利益剰余金 

 利益準備金 

10,000

16,519,567

16,519,567

△1,799,683

5,170

      その他利益剰余金 △1,804,853

  純資産の部合計 14,729,883

資産の部合計 18,162,301 負債及び純資産合計 18,162,301

 

 

損 益 計 算 書 

自 平成 23 年 11 月１日 

至 平成 24 年９月 30 日 

（単位:千円）

科目 金額 

売上高 210,800 

       売上総利益 210,800 

販売費及び一般管理費 164,010 

       営業利益 46,789 

営業外収益 193,497 

営業外費用 155,664 

       経常利益 84,623 

特別利益 164,025 

       税引前当期純利益 248,649 

       法人税等 64 

       当期純利益 248,585 

 

 

  以 上 


