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(百万円未満切捨て) 

1. 平成 23年３月期第２四半期の連結業績（平成 22年４月１日～平成 22年９月 30日） 
 (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 ％ 

23年３月期第２四半期 2,347 △53.1 △860 ― △957 ― △1,035 ― 
22年３月期第２四半期 5,001 △70.1 △4,486 ― △4,500 ― △5,217 ― 
 

 １株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後１株当四半期
純利益 

 円 銭  円銭 

23年３月期第２四半期 △53. 23 ―  
22年３月期第２四半期 △268. 19 ―  
 
 (2) 連結財政状態  
 

 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 

23年３月期第２四半期 11,275 199 1.8 10. 26 
22年３月期 14,728 1,239 8.4 63. 72  

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 887百万円   22年３月期 1,239百万円 
 

2. 配当の状況 
 

 
年間配当金 

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 

22年３月期 ―  0. 00 ―  0. 00 0. 00 
23年３月期 ―  0. 00       

23年３月期(予想)     ―  0. 00 0. 00 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無 
 

3. 平成 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 

通期 3,600 △59.6 △720 ― △830 ― △1,200 ― △61. 68 

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 有 



  

  

 
4. その他（詳細は、【添付資料】P. 「その他」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

  新規 －社 (社名          )、除外 －社 (社名          ) 

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有 

(注) 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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

 ② ①以外の変更  無 

(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 19,455,339株 22年３月期 19,455,339株 

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 611株 22年３月期 529株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 19,454,777株 22年３月期２Ｑ 19,454,959株 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期

決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了して

いません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる

可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ

いては、四半期決算短信（添付資料）３ぺージ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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（平成 22 年４月１日から平成 22 年９月 30 日まで）のわが国経済は、
アジア向けの輸出を中心とする外需の牽引により緩やかな回復の動きも見られましたが、厳しい雇
用情勢やデフレの継続、また急激な円高の進行などを背景に景気減速への不安感が強まり、先行き
不透明な状況で推移しました。  

このような状況の中、当社グループでは、従来の拡大路線を修正し、環境の変化をふまえた事業
の効率化、重点事業への経営資源の最適配分に取り組むとともに、一層強力なコストダウンの推進、
組織のスリム化などにより、収益・費用構造の改善に努めました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ事業規模の大幅な縮小の
影響を受け、2,347 百万円（前年同期比 53.1％減）となりましたが、損益面では、前期において収
益の圧迫要因となった貸倒引当金などの与信費用が減少したほか、全社におけるコストダウン活動
継続の効果などより、営業損失 860 百万円（前年同期比 3,626 百万円の改善）、経常損失 957 百万
円（前年同期比 3,543 百万円の改善）となりました。四半期純損失は、貸倒引当金戻入額 514 百万
円を特別利益に計上したことや、過年度法人税等の戻し入れが発生したことなどにより、1,035 百万
円（前年同期は 5,217 百万円の損失）となりました。 

 

  セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

 

［賃貸保証事業］ 

賃貸保証事業を行う㈱ＶＥＳＴＡは、賃貸需要と相関性が高い雇用情勢の低迷や、世帯数減少と
いう構造問題などの影響から入居率が全般的に低調に推移する中、受託件数は伸び悩みました。こ
のような事業環境の悪化を克服すべく、引き続き不採算店舗の整理・合理化を図ったほか、競合他
社と比較した保証料率の見直しと、立替債権発生滞留の抑止の２点を重点に置いた商品改定に注力
したことにより、前年同期に比べ赤字幅は大きく縮小したものの、売上、損益面いずれも計画を大
きく下回りました。 

 この結果、当期間の売上高は 374 百万円、営業損失は 340 百万円となりました。 

 

［債権回収事業］ 

債権回収事業を行う㈱ジャスティス債権回収では、金融市場の激変や景気悪化で、収益環境自体
が困難な状況にある中、事業規模そのものは縮小しておりますが、金融機関の債権買取に関する入
札参加に加え各自治体に対する回収人員派遣など収益機会を追求しながら、効率的な業務運営を図
り徹底したリストラクチャリングを進めております。また、前年同期において収益の圧迫要因とな
った貸倒引当金は、前期までに十分に積み上がっており、当期の引当金の追加積み増し額は大幅に
圧縮されました。 

 この結果、当期間の売上高は 262 百万円、営業損失は 23 百万円となりました。 

 

［パソコン関連製品販売事業］ 

東京・秋葉原に店舗を構えパソコン用パーツ販売を行う㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィは、お客様
のニーズに応えられる幅広い品揃えと仕入努力により顧客満足度を高めながら、より収益性を重視
し低コスト運営を徹底する経営政策を継続しました。 

 この結果、当期間の売上高は 1,684 百万円、営業損失は 56 百万円となりました。 

 

［ファクタリング事業］ 

ファクタリング事業につきましては、現在、㈱ＩＦのクーポンファクタリング事業及び大口ファ
クタリング事業を休止しておりますが、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
の保有する貸付金について、債権の回収を行っております。 

 この結果、当期間の売上高は 26 百万円となり、個別の融資先の信用リスクに応じた与信費用の増
加により営業損失は 180 百万円となりました。 
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(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 3,452 百万円減少し、11,275 百万円となりました。これは主に
営業貸付金や破産更生債権等が 7,249 百万円減少する一方、貸倒引当金が 5,141 百万円減少したこと
によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 2,412 百万円減少し、11,075 百万円となりました。これは主に未
払金の減少 805 百万円や、社債の償還 1,250 百万円によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 1,040 百万円減少し、199 百万円となりました。これは主に四
半期純損失 1,035 百万円によるものです。 

 

(連結キャッシュ・フローの状況)  

営業活動によるキャッシュ・フローは、246 百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前
四半期純損失 1,159 百万円や東京国税局による差押（未払法人税等に充当）に伴う減少の一方で、営
業貸付金の減少額 820 百万円のほか、売上債権や立替金、買取債権等の回収による資金増加によるも
のです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３百万円の収入となりました。これは主に有形固定資産の
取得による支出が３百万円、無形固定資産の取得による支出が８百万円、敷金・保証金の差入が 16 百
万円あったものの、敷金・保証金の返還が 33 百万円あったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,196 百万円の支出となりました。これは主に社債の償還
1,250 百万円によるものです。 

以上の結果、当第２四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 945 百万円
減少し、37 百万円となりました。 

 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の連結業績は、賃貸保証事業を行う㈱ＶＥＳＴＡで、総コスト削減の諸施策
が計画通りの進捗を得られなかったことや、ファクタリング事業を行う㈱ＩＦにおいて貸倒引当金の
追加的な積み増しを行ったことなどから期初の予想を下回ることとなりました。 

 なお、賃貸保証事業の㈱ＶＥＳＴＡにつきましては、平成 22 年 10 月 12 日付「子会社の異動（譲
渡）及び特別損失の発生に関するお知らせ」のとおり、当社保有の全株式の譲渡を同日付で決議・実
行いたしました。 

 このような状況を受けて、通期の業績予想を平成 22 年５月 19 日公表値から修正しております。詳
細につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ
い。 

 

  
2. その他の情報 
(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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 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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成
20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21

号 平成 20 年３月 21 日）を適用しております。これによる損益への影響はありません。 
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 528 983 
  受取手形及び売掛金 211 314 
  営業貸付金 3,469 7,603 
  立替金 2,990 3,175 
  買取債権 6,402 6,443 
  商品及び製品 210 187 
  原材料及び貯蔵品 0 0 
  その他 1,554 2,254 
  貸倒引当金 △5,837 △8,233 
  流動資産合計 9,530 12,729 

 固定資産   
  有形固定資産 519 534 
  無形固定資産   
   のれん 207 212 
   その他 268 320 
   無形固定資産合計 475 533 

  投資その他の資産   
   破産更生債権等 － 3,115 
   その他 1,118 929 
   貸倒引当金 △369 △3,114 
   投資その他の資産合計 749 929 

  固定資産合計 1,744 1,998 

 資産合計 11,275 14,728 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 194 157 
  短期借入金 2,325 2,296 
  1年内償還予定の社債 4,000 5,250 
  未払金 786 1,592 
  未払法人税等 670 875 
  債務保証損失引当金 1,253 1,284 
  訴訟損失引当金 79 141 
  その他 1,379 1,475 
  流動負債合計 10,690 13,074 

 固定負債   
  長期借入金 327 345 
  その他 57 68 
  固定負債合計 385 414 

 負債合計 11,075 13,488 
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（単位：百万円） 

   

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22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 △7,409 △6,373 
  自己株式 △0 △0 
  株主資本合計 199 1,235 

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 － 4 
  評価・換算差額等合計 － 4 

 純資産合計 199 1,239 

負債純資産合計 11,275 14,728 
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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） 

  前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,001 2,347 

売上原価 2,866 1,574 

売上総利益 2,135 772 

販売費及び一般管理費 6,621 1,633 

営業損失（△） △4,486 △860 

営業外収益   
 受取利息 20 4 
 匿名組合投資利益 － 42 
 雑収入 56 19 
 営業外収益合計 76 66 

営業外費用   
 支払利息 52 146 
 支払手数料 2 4 
 持分法による投資損失 8 － 
 雑損失 26 12 
 営業外費用合計 90 162 

経常損失（△） △4,500 △957 

特別利益   
 投資有価証券売却益 0 3 
 貸倒引当金戻入額 － 514 
 債務保証損失引当金戻入額 78 30 
 訴訟損失引当金戻入額 298 － 
 その他 9 157 
 特別利益合計 386 706 

特別損失   
 減損損失 595 － 
 固定資産処分損 184 10 
 投資有価証券売却損 11 － 
   貸倒引当金繰入額 － 121 
 貸倒損失 － 594 
 その他 23 182 
 特別損失合計 816 908 

税金等調整前四半期純損失（△） △4,929 △1,159 

法人税、住民税及び事業税 38 5 

過年度法人税等戻入額 △306 △123 

法人税等調整額 543 △5 

法人税等合計 276 △124 

少数株主利益 11 － 

四半期純損失（△） △5,217 △1,035 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30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損失（△） △4,929 △1,159 
 減価償却費 191 78 
 減損損失 595 － 
 のれん償却額 8 5 
 受取利息及び受取配当金 △20 △4 
 支払利息 52 146 
 持分法による投資損益（△は益） 8 － 
 投資有価証券売却損益（△は益） 11 △3 
 匿名組合投資損益（△は益） － △42 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,445 △84 
 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 32 △30 
 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △298 △61 
 営業貸付金の増減額（△は増加） 865 820 
 売上債権の増減額（△は増加） 1,316 103 
 買取債権の増減額（△は増加） 761 129 
 商業手形の増減額（△は増加） 362 － 
 たな卸資産の増減額（△は増加） 33 △22 
 預け金の増減額（△は増加） 31 － 
 未収入金の増減額（△は増加） △126 76 
 立替金の増減額（△は増加） 61 183 
 前渡金の増減額（△は増加） △6 － 
 仕入債務の増減額（△は減少） △213 37 
 未払金の増減額（△は減少） 1,567 39 
 未収収益の増減額（△は増加） － 626 
 その他 238 △533 
 小計 3,992 303 

 利息及び配当金の受取額 40 2 
 利息の支払額 △115 △7 
 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 33 △52 
 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,950 246 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 有形固定資産の取得による支出 △23 △3 
 無形固定資産の取得による支出 △120 △8 
 投資有価証券の売却及び償還による収入 80 － 
 関係会社株式の取得による支出 △98 － 
 関係会社株式の売却による収入 0 － 
 貸付けによる支出 △195 △0 
 貸付金の回収による収入 54 － 
 敷金及び保証金の差入による支出 △270 △16 
 敷金及び保証金の回収による収入 95 33 
 投資活動によるキャッシュ・フロー △478 3 
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（単位：百万円） 

  前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

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 1,843 250 
 短期借入金の返済による支出 △1,718 △192 
 長期借入金の返済による支出 △190 △4 
 社債の償還による支出 △3,500 △1,250 
 その他 △12 △0 
 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,578 △1,196 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106 △946 

現金及び現金同等物の期首残高 2,193 983 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2 － 

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 0 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,099 37 
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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。 

 

(5) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
 

 

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 

1,352 758 1,871 861 156 5,001 ― 5,001 

(2)セグメント間の内
部 
 売上高又は振替高 

27 23 2 77 0 130 (130) ― 

計 1,380 781 1,874 938 157 5,131 (130) 5,001 

営業利益 
又は営業損失(△) 

△1,045 △3,482 △156 47 △58 △4,696 209  △4,486 

(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 
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〔セグメント情報〕 

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、
取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい
るものであります。 

 当社グループは、持株会社である当社が、取り扱うサービスごとに包括的な戦略を立案し、各事業
会社はその経営戦略に基づき、独自の事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、各事業会社を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成さ
れており、「賃貸保証事業」、「債権回収事業」、「パソコン関連製品販売事業」、及び「ファクタ
リング事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「賃貸保証事業」は、不動産の賃貸物件の家賃保証等を行っております。「債権回収事業」は、債
権回収ビジネスを中心とした企業再生・再建ビジネス、債権流動化におけるバックアップサービサー
ビジネスを行っております。「パソコン関連製品販売事業」は、店舗及びネットを通じてパソコン用
パーツ及びパソコン関連製品の販売を行っております。「ファクタリング事業」は、売掛金ファクタ
リング、クーポンファクタリング等を行っておりますが、現在は事業を休止しており、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の保有する貸付金について、債権の回収を行っておりま
す。 

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成 22 年４月１日  至  平成 22 年９月 30 日) 

      (単位：百万円) 

 報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連
結損益計
算書計上

額  賃貸保証 債権回収 
パソコン 
関連製品 
販売 

ファクタ 
リング 

合計 

売上高        

  外部顧客への売上高 374 262 1,684 26 2,347 0 2,347 

  セグメント間の内部売
上高 
  又は振替高 

0 1 37 9 47 △47 ─ 

計 374 263 1,721 35 2,395 △47 2,347 

セグメント損失(△) △340 △23 △56 △180 △601 △259 △860 

(注)１. セグメント損失の調整額△259 百万円には、セグメント間取引消去△40 百万円、のれん
の償却額△5 百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用等△213 百万円が含まれ
ております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ２. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

 （追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17

号 平成 21 年３月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第 20 号 平成 20 年３月 21 日）を適用しております。 

 

(6) 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。 
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(7) 重要な後発事象 

 

 （当社及び当社子会社の資産に対する差押・処分） 

当社は、東京国税局の税務調査を受け発生した平成 20 年３月期に係る追徴税金のうち法人税等 545

百万円（附帯税を除く）について滞納しておりましたところ、平成 22 年９月 30 日に当社及び当社子
会社の現金預金 491 百万円が東京国税局により差押となり、その後、平成 22 年 10 月８日までに 483

百万円が滞納税額の支払に充当されました。なお、上記差押対象額を除く 95 百万円（附帯税を含む）
については別途借入のうえ納付を行っております。 

 

 （株式会社ＶＥＳＴＡの全株式及び同社に対して有する債権の譲渡） 

当社は、平成 22 年 10 月 12 日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ＶＥＳＴ
Ａ（以下「ＶＥＳＴＡ」）の全株式及び当社グループ会社複数社が保有するＶＥＳＴＡに対する債権
を、株式会社オーロラへ譲渡することを決議し、同日付で当該株式及び債権の譲渡を実行いたしまし
た。 

 
１．譲渡の理由 

ＶＥＳＴＡは、平成 21 年３月 10 日に当社の新設分割により設立された賃貸保証会社となります。 

ＶＥＳＴＡはこれまで賃貸保証事業を営んでまいりましたが、長期にわたる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迷した煽りを受け、受託件数が伸び悩んだ
ことから、平成 22 年３月期においては経常損失 2,020 百万円、当期純損失 2,912 百万円と業績は低迷
しておりました。 

 当社はこれまでＶＥＳＴＡに対して、人的支援、資金支援等の経営支援を行ってまいりましたが、
上記のとおり、当社グループにおいて東京国税局より差押がなされる事態となったことから当社グル
ープにおける資金残高は大幅に減少し、ＶＥＳＴＡに対して満足な経営支援を行えない状況となりま
した。 

 このような状況は当面継続すると考えられ、また、保証会社であるＶＥＳＴＡにおいては、その資
金繰りにおける信用不安が売上の減少及び家賃立替金の回収難航に直結致します。 

 従いまして、当社のグループ内にある限りはＶＥＳＴＡの経営悪化そのものに歯止めがかからず、
ＶＥＳＴＡの株式価値は毀損することが予想され、また貸付金についても同様に経常損失が継続する
前提では返済される見込みもないことから、今回、ＶＥＳＴＡにおいて経営を一新し、財務の早期健
全化を図るべく、同業を営んでおり従前より購入の意欲を有していた株式会社オーロラに当社の保有
株式を譲渡することといたしました。 

 株式に関する譲渡価格は１円、当社グループ会社複数社が保有する債権についても各々１円での売
却となりますが、従業員の雇用および営業の継続がＶＥＳＴＡにおいては最善であると考え、契約合
意に至ったものであります。 

 
２．株式会社ＶＥＳＴＡの概要 

（１）名 称      株式会社ＶＥＳＴＡ 

（２）事業内容     不動産の賃貸契約に対する保証業務 

（３）当社との取引内容 特記事項はありません。 
 
３．譲渡先の概要 

（１）名 称      株式会社オーロラ 

（２）事業内容     保証業務 

（３）当社との取引内容 特記事項はありません。 
 
４．譲渡株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分比率 

（１）譲渡株式数    200 株 

（２）譲渡価額     １円 

（３）譲渡損益     305 百万円の損失 

（４）譲渡後の持分比率 ０％ 
 
５．譲渡債権の内容、譲渡価額、譲渡損益 

（１）譲渡債権の内容  貸付金等 520 百万円 

（２）譲渡価額     １円 

（３）譲渡損益     520 百万円の損
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(百万円未満切捨て) 

1. 平成 23年３月期第２四半期の連結業績（平成 22年４月１日～平成 22年９月 30日） 
 (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 ％ 

23年３月期第２四半期 2,434 △51.3 △746  △827  △347  
22年３月期第２四半期 5,001 △70.1 △4,486  △4,500  △5,217  
 

 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 

23年３月期第２四半期 △17. 85 ―  
22年３月期第２四半期 △268. 19 ―  
 
 (2) 連結財政状態  
 

 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 

23年３月期第２四半期 11,963 887 7.4 45. 64 
22年３月期 14,728 1,239 8.4 63. 72  

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 887百万円   22年３月期 1,239百万円 
 

2. 配当の状況 
 

 
年間配当金 

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 

22年３月期 ―  0. 00 ―  0. 00 0. 00 
23年３月期 ―  0. 00       

23年３月期(予想)     ―  0. 00 0. 00 

(注) 当四半期における配当予想の修正有無 無 
 

3. 平成 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 

通期 3,600 △59.6 △720 ― △830 ― △1,200 ― △61. 68 

(注) 当四半期における業績予想の修正有無 有 



  

   

 
4. その他（詳細は、【添付資料】P. 「その他」をご覧ください。） 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無 

  新規  －社 (社名          )、除外  －社 (社名          ) 

(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有 

(注) 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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

 ② ①以外の変更  無 

(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 19,455,339株 22年３月期 19,455,339株 

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 611株 22年３月期 529株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 19,454,777株 22年３月期２Ｑ 19,454,959株 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期

決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了して

いません。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合

理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる

可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ

いては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(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（平成 22 年４月１日から平成 22 年９月 30 日まで）のわが国経済は、
アジア向けの輸出を中心とする外需の牽引により緩やかな回復の動きも見られましたが、厳しい雇
用情勢やデフレの継続、また急激な円高の進行などを背景に景気減速への不安感が強まり、先行き
不透明な状況で推移しました。  

このような状況の中、当社グループでは、従来の拡大路線を修正し、環境の変化をふまえた事業
の効率化、重点事業への経営資源の最適配分に取り組むとともに、一層強力なコストダウンの推進、
組織のスリム化などにより、収益・費用構造の改善に努めました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、前年同四半期に比べ事業規模の大幅な縮小の
影響を受け、2,434 百万円（前年同期比 51.3％減）となりましたが、損益面では、前期において収
益の圧迫要因となった貸倒引当金などの与信費用が減少したほか、全社におけるコストダウン活動
継続の効果などより、営業損失 746 百万円（前年同期比 3,740 百万円の改善）、経常損失 827 百万
円（前年同期比 3,673 百万円の改善）となりました。四半期純損失は、貸倒引当金戻入額 356 百万
円を特別利益に計上したことや、過年度法人税等の戻し入れが発生したことなどにより、347 百万
円（前年同期は 5,217 百万円の損失）となりました。 

 

  セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

 

［賃貸保証事業］ 

賃貸保証事業を行う㈱ＶＥＳＴＡは、賃貸需要と相関性が高い雇用情勢の低迷や、世帯数減少と
いう構造問題などの影響から入居率が全般的に低調に推移する中、受託件数は伸び悩みました。こ
のような事業環境の悪化を克服すべく、引き続き不採算店舗の整理・合理化を図ったほか、競合他
社と比較した保証料率の見直しと、立替債権発生滞留の抑止の２点を重点に置いた商品改定に注力
したことにより、前年同期に比べ赤字幅は大きく縮小したものの、売上、損益面いずれも計画を大
きく下回りました。 

 この結果、当期間の売上高は 374 百万円、営業損失は 340 百万円となりました。 

 

［債権回収事業］ 

債権回収事業を行う㈱ジャスティス債権回収では、金融市場の激変や景気悪化で、収益環境自体
が困難な状況にある中、事業規模そのものは縮小しておりますが、金融機関の債権買取に関する入
札参加に加え各自治体に対する回収人員派遣など収益機会を追求しながら、効率的な業務運営を図
り徹底したリストラクチャリングを進めております。また、前年同期において収益の圧迫要因とな
った貸倒引当金は、前期までに十分に積み上がっており、当期の引当金の追加積み増し額は大幅に
圧縮されました。 

 この結果、当期間の売上高は 262 百万円、営業損失は 23 百万円となりました。 

 

［パソコン関連製品販売事業］ 

東京・秋葉原に店舗を構えパソコン用パーツ販売を行う㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィは、お客様
のニーズに応えられる幅広い品揃えと仕入努力により顧客満足度を高めながら、より収益性を重視
し低コスト運営を徹底する経営政策を継続しました。 

 この結果、当期間の売上高は 1,684 百万円、営業損失は 56 百万円となりました。 

 

［ファクタリング事業］ 

ファクタリング事業につきましては、現在、㈱ＩＦのクーポンファクタリング事業及び大口ファ
クタリング事業を休止しておりますが、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
の保有する貸付金について、債権の回収を行っております。 

 この結果、当期間の売上高は 113 百万円となり、個別の融資先の信用リスクに応じた与信費用の
増加により営業損失は 65 百万円となりました。 
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(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 2,764 百万円減少し、11,963 百万円となりました。これは主に
営業貸付金や破産更生債権等が 6,879 百万円減少する一方、貸倒引当金が 5,132 百万円減少したこと
によるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ 2,412 百万円減少し、11,075 百万円となりました。これは主に未
払金の減少 805 百万円や、社債の償還 1,250 百万円によるものです。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ 351 百万円減少し、887 百万円となりました。これは主に四半
期純損失 347 百万円によるものです。 

 

(連結キャッシュ・フローの状況)  

営業活動によるキャッシュ・フローは、246 百万円の収入となりました。これは主に税金等調整前
四半期純損失 471 百万円や東京国税局による差押（未払法人税等に充当）に伴う減少の一方で、営業
貸付金の減少額 820 百万円のほか、売上債権や立替金、買取債権等の回収による資金増加によるもの
です。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、３百万円の収入となりました。これは主に有形固定資産の
取得による支出が３百万円、無形固定資産の取得による支出が８百万円、敷金・保証金の差入が 16 百
万円あったものの、敷金・保証金の返還が 33 百万円あったことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、1,196 百万円の支出となりました。これは主に社債の償還
1,250 百万円によるものです。 

以上の結果、当第２四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 945 百万円
減少し、37 百万円となりました。 

 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間の連結業績は、賃貸保証事業を行う㈱ＶＥＳＴＡで、総コスト削減の諸施策
が計画通りの進捗を得られなかったことや、ファクタリング事業を行う㈱ＩＦにおいて貸倒引当金の
追加的な積み増しを行ったことなどから期初の予想を下回ることとなりました。 

 なお、賃貸保証事業の㈱ＶＥＳＴＡにつきましては、平成 22 年 10 月 12 日付「子会社の異動（譲
渡）及び特別損失の発生に関するお知らせ」のとおり、当社保有の全株式の譲渡を同日付で決議・実
行いたしました。 

 このような状況を受けて、通期の業績予想を平成 22 年５月 19 日公表値から修正しております。詳
細につきましては、本日別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ
い。 

 

  
2. その他の情報 
(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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 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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成
20 年３月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21

号 平成 20 年３月 21 日）を適用しております。これによる損益への影響はありません。  
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 528 983 
  受取手形及び売掛金 211 314 
  営業貸付金 3,469 7,603 
  立替金 2,990 3,175 
  買取債権 6,402 6,443 
  商品及び製品 210 187 
  原材料及び貯蔵品 0 0 
  その他 2,252 2,254 
  貸倒引当金 △5,845 △8,233 
  流動資産合計 10,219 12,729 

 固定資産   
  有形固定資産 519 534 
  無形固定資産   
   のれん 207 212 
   その他 268 320 
   無形固定資産合計 475 533 

  投資その他の資産   
   破産更生債権等 － 3,115 
   その他 1,118 929 
   貸倒引当金 △369 △3,114 
   投資その他の資産合計 749 929 

  固定資産合計 1,744 1,998 

 資産合計 11,963 14,728 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 194 157 
  短期借入金 2,325 2,296 
  1年内償還予定の社債 4,000 5,250 
  未払金 786 1,592 
  未払法人税等 670 875 
  債務保証損失引当金 1,253 1,284 
  訴訟損失引当金 79 141 
  その他 1,379 1,475 
  流動負債合計 10,690 13,074 

 固定負債   
  長期借入金 327 345 
  その他 57 68 
  固定負債合計 385 414 

 負債合計 11,075 13,488 
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（単位：百万円） 

   

当第２四半期連結会計期間末 
(平成22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 △6,720 △6,373 
  自己株式 △0 △0 
  株主資本合計 887 1,235 

 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 － 4 
  評価・換算差額等合計 － 4 

 純資産合計 887 1,239 

負債純資産合計 11,963 14,728 
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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） 

  前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 5,001 2,434 

売上原価 2,866 1,574 

売上総利益 2,135 860 

販売費及び一般管理費 6,621 1,606 

営業損失（△） △4,486 △746 

営業外収益   
 受取利息 20 19 
 匿名組合投資利益 － 42 
 雑収入 56 19 
 営業外収益合計 76 81 

営業外費用   
 支払利息 52 146 
 支払手数料 2 4 
 持分法による投資損失 8 － 
 雑損失 26 12 
 営業外費用合計 90 162 

経常損失（△） △4,500 △827 

特別利益   
 投資有価証券売却益 0 3 
 貸倒引当金戻入額 － 356 
 債務保証損失引当金戻入額 78 30 
 訴訟損失引当金戻入額 298 － 
 その他 9 157 
 特別利益合計 386 548 

特別損失   
 減損損失 595 － 
 固定資産処分損 184 10 
 投資有価証券売却損 11 － 
 関係会社株式評価損 － 110 
 その他 23 72 
 特別損失合計 816 192 

税金等調整前四半期純損失（△） △4,929 △471 

法人税、住民税及び事業税 38 5 

過年度法人税等戻入額 △306 △123 

法人税等調整額 543 △5 

法人税等合計 276 △124 

少数株主利益 11 － 

四半期純損失（△） △5,217 △347 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30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損失（△） △4,929 △471 
 減価償却費 191 78 
 減損損失 595 － 
 のれん償却額 8 5 
 受取利息及び受取配当金 △20 △19 
 支払利息 52 146 
 持分法による投資損益（△は益） 8 － 
 投資有価証券売却損益（△は益） 11 △3 
 匿名組合投資損益（△は益） － △42 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,445 △75 
 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 32 △30 
 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） △298 △61 
 営業貸付金の増減額（△は増加） 865 820 
 売上債権の増減額（△は増加） 1,316 103 
 買取債権の増減額（△は増加） 761 129 
 商業手形の増減額（△は増加） 362 － 
 たな卸資産の増減額（△は増加） 33 △22 
 預け金の増減額（△は増加） 31 － 
 未収入金の増減額（△は増加） △126 76 
 立替金の増減額（△は増加） 61 183 
 前渡金の増減額（△は増加） △6 － 
 仕入債務の増減額（△は減少） △213 37 
 未払金の増減額（△は減少） 1,567 39 
 その他 238 △589 
 小計 3,992 303 

 利息及び配当金の受取額 40 2 
 利息の支払額 △115 △7 
 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 33 △52 
 営業活動によるキャッシュ・フロー 3,950 246 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 有形固定資産の取得による支出 △23 △3 
 無形固定資産の取得による支出 △120 △8 
 投資有価証券の売却及び償還による収入 80 － 
 関係会社株式の取得による支出 △98 － 
 関係会社株式の売却による収入 0 － 
 貸付けによる支出 △195 △0 
 貸付金の回収による収入 54 － 
 敷金及び保証金の差入による支出 △270 △16 
 敷金及び保証金の回収による収入 95 33 
 投資活動によるキャッシュ・フロー △478 3 
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（単位：百万円） 

  前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

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 1,843 250 
 短期借入金の返済による支出 △1,718 △192 
 長期借入金の返済による支出 △190 △4 
 社債の償還による支出 △3,500 △1,250 
 その他 △12 △0 
 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,578 △1,196 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △106 △946 

現金及び現金同等物の期首残高 2,193 983 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 2 － 

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 0 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,099 37 

    

 



 ㈱ＭＡＧねっとホールディングス（８０７３）平成２３年３月期 第２四半期決算短信 

 ―9―  

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第２四半期連結累計期間(自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年９月 30 日) 
 

 

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 

1,352 758 1,871 861 156 5,001 ― 5,001 

(2)セグメント間の内
部 
 売上高又は振替高 

27 23 2 77 0 130 (130) ― 

計 1,380 781 1,874 938 157 5,131 (130) 5,001 

営業利益 
又は営業損失(△) 

△1,045 △3,482 △156 47 △58 △4,696 209  △4,486 

(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 
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〔セグメント情報〕 

１  報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、
取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となってい
るものであります。 

 当社グループは、持株会社である当社が、取り扱うサービスごとに包括的な戦略を立案し、各事業
会社はその経営戦略に基づき、独自の事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、各事業会社を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成さ
れており、「賃貸保証事業」、「債権回収事業」、「パソコン関連製品販売事業」、及び「ファクタ
リング事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「賃貸保証事業」は、不動産の賃貸物件の家賃保証等を行っております。「債権回収事業」は、債
権回収ビジネスを中心とした企業再生・再建ビジネス、債権流動化におけるバックアップサービサー
ビジネスを行っております。「パソコン関連製品販売事業」は、店舗及びネットを通じてパソコン用
パーツ及びパソコン関連製品の販売を行っております。「ファクタリング事業」は、売掛金ファクタ
リング、クーポンファクタリング等を行っておりますが、現在は事業を休止しており、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の保有する貸付金について、債権の回収を行っておりま
す。 

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自  平成 22 年４月１日  至  平成 22 年９月 30 日) 

      (単位：百万円) 

 報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連
結損益計
算書計上

額  賃貸保証 債権回収 
パソコン 
関連製品 
販売 

ファクタ 
リング 

合計 

売上高        

  外部顧客への売上高 374 262 1,684 113 2,434 0 2,434 

  セグメント間の内部売
上高 
  又は振替高 

0 1 37 9 47 △47 ─ 

計 374 263 1,721 123 2,482 △47 2,434 

セグメント損失(△) △340 △23 △56 △65 △486 △259 △746 

(注)１. セグメント損失の調整額△259 百万円には、セグメント間取引消去△40 百万円、のれん
の償却額△5 百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用等△213 百万円が含まれ
ております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    ２. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

 

 （追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第 17

号 平成 21 年３月 27 日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第 20 号 平成 20 年３月 21 日）を適用しております。 

 

(6) 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。 
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(7) 重要な後発事象 

 

 （当社及び当社子会社の資産に対する差押・処分） 

当社は、東京国税局の税務調査を受け発生した平成 20 年３月期に係る追徴税金のうち法人税等 545

百万円（附帯税を除く）について滞納しておりましたところ、平成 22 年９月 30 日に当社及び当社子
会社の現金預金 491 百万円が東京国税局により差押となり、その後、平成 22 年 10 月８日までに 483

百万円が滞納税額の支払に充当されました。なお、上記差押対象額を除く 95 百万円（附帯税を含む）
については別途借入のうえ納付を行っております。 

 

 （株式会社ＶＥＳＴＡの全株式及び同社に対して有する債権の譲渡） 

当社は、平成 22 年 10 月 12 日開催の取締役会において、当社連結子会社である株式会社ＶＥＳＴ
Ａ（以下「ＶＥＳＴＡ」）の全株式及び当社グループ会社複数社が保有するＶＥＳＴＡに対する債権
を、株式会社オーロラへ譲渡することを決議し、同日付で当該株式及び債権の譲渡を実行いたしまし
た。 

 
１．譲渡の理由 

ＶＥＳＴＡは、平成 21 年３月 10 日に当社の新設分割により設立された賃貸保証会社となります。 

ＶＥＳＴＡはこれまで賃貸保証事業を営んでまいりましたが、長期にわたる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迷した煽りを受け、受託件数が伸び悩んだ
ことから、平成 22 年３月期においては経常損失 2,020 百万円、当期純損失 2,912 百万円と業績は低迷
しておりました。 

 当社はこれまでＶＥＳＴＡに対して、人的支援、資金支援等の経営支援を行ってまいりましたが、
上記のとおり、当社グループにおいて東京国税局より差押がなされる事態となったことから当社グル
ープにおける資金残高は大幅に減少し、ＶＥＳＴＡに対して満足な経営支援を行えない状況となりま
した。 

 このような状況は当面継続すると考えられ、また、保証会社であるＶＥＳＴＡにおいては、その資
金繰りにおける信用不安が売上の減少及び家賃立替金の回収難航に直結致します。 

 従いまして、当社のグループ内にある限りはＶＥＳＴＡの経営悪化そのものに歯止めがかからず、
ＶＥＳＴＡの株式価値は毀損することが予想され、また貸付金についても同様に経常損失が継続する
前提では返済される見込みもないことから、今回、ＶＥＳＴＡにおいて経営を一新し、財務の早期健
全化を図るべく、同業を営んでおり従前より購入の意欲を有していた株式会社オーロラに当社の保有
株式を譲渡することといたしました。 

 株式に関する譲渡価格は１円、当社グループ会社複数社が保有する債権についても各々１円での売
却となりますが、従業員の雇用および営業の継続がＶＥＳＴＡにおいては最善であると考え、契約合
意に至ったものであります。 

 
２．株式会社ＶＥＳＴＡの概要 

（１）名 称      株式会社ＶＥＳＴＡ 

（２）事業内容     不動産の賃貸契約に対する保証業務 

（３）当社との取引内容 特記事項はありません。 
 
３．譲渡先の概要 

（１）名 称      株式会社オーロラ 

（２）事業内容     保証業務 

（３）当社との取引内容 特記事項はありません。 
 
４．譲渡株式の数、譲渡価額、譲渡損益及び譲渡後の持分比率 

（１）譲渡株式数    200 株 

（２）譲渡価額     １円 

（３）譲渡損益     305 百万円の損失 

（４）譲渡後の持分比率 ０％ 
 
５．譲渡債権の内容、譲渡価額、譲渡損益 

（１）譲渡債権の内容  貸付金等 520 百万円 

（２）譲渡価額     １円 

（３）譲渡損益     520 百万円の損失 

 

 


