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(訂正)「平成24年3月期第1四半期決算短信［日本基準］(連結)」の一部訂正について 

 

当社は、平成23年8月5日に発表した第37期第1四半期決算短信について訂正がありましたのでお知らせします。 

 

なお、訂正の経緯、内容につきましては、平成28年4月28日付「過年度の有価証券報告書等の訂正報告書の提

出予定ならびに過年度決算短信等の訂正予定に関するお知らせ」及び6月1日付「過年度の有価証券報告書等の

訂正報告書の提出に関するお知らせ」をご参照ください 

 

訂正の箇所を明確にするため訂正後及び訂正前の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には＿を付して表示して

おります。 

 

以 上  



  

 

(訂正後)  

 

平成 24年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 
平成23年8月5日  

上 場 会 社 名 株式会社ＭＡＧねっとホールディングス 上場取引所  大  
コ ー ド 番 号 8073 URL http://www.magnet-hd.co.jp/  
代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)大島 嘉仁  

問合せ先責任者 (役職名)取締役 (氏名)末松 知史 (TEL)03-5643-0620  
四半期報告書提出予定日 平成23年8月10日   

配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
(百万円未満切捨て) 

１．平成 24年３月期第１四半期の連結業績（平成 23年４月１日～平成 23年６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 ％ 
24年３月期第１四半期 118 △88.5 △26 ― △52 ― △54 ― 

23年３月期第１四半期 1,203 △55.0 △659 ― △683 ― △836 ―  
(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △54百万円( ―％)  23年３月期第１四半期 △841百万円( ―％) 

 

 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 
24年３月期第１四半期 △2. 80 ―  

23年３月期第１四半期 △43. 01 ―  

 

（２）連結財政状態   

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 
24年３月期第１四半期 7,184 3,310 46.1 

23年３月期 7,255 3,365 46.4  
(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 3,310百万円  23年３月期 3,365百万円 

 

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 
23年３月期 ―  0. 00 ―  0. 00 0. 00 

24年３月期 ―          

24年３月期(予想)   0. 00 ―  0. 00 0. 00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有・無 

  

３．平成 24年３月期の連結業績予想（平成 23年４月１日～平成 24年３月 31日） 

 (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 325 △86.7 △85 ― △88 ― △90 ― △4. 63 

通期 654 △79.0 △160 ― △168 ― △172 ― △8. 84 

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 



  

 
４．その他 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

  新規  ―社 (社名)            、除外  ―社 (社名) 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無 

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無 

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無 

 ④ 修正再表示 ： 無 

（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) 24年３月期１Ｑ 19,455,339株 23年３月期 19,455,339株 

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 661株 23年３月期 661株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 19,454,678株 23年３月期１Ｑ 19,454,806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、添付資料 P3 ﾍﾟｰｼﾞ「当四半期決算に関する定性的情報(3)連結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．当四半期決算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１四半期（平成 23 年４月１日から平成 23 年６月 30 日まで）のわが国経済は、恒常的な円

高・株安や、本年３月に発生した東日本大震災並びに原発事故による電力供給の制約等が影響し、景

気先行きが不透明な状況で推移しました。 

このような経済情勢のもと、当社グループにおきましては、前期において、さまざまな事業環境の

変化を受けて、事業体系の抜本的な見直しによる経営の効率化に取り組み、不採算となっていた賃貸

保証事業及びパソコン関連製品販売事業の整理・撤退を行ったことにより、今期においては債権回収

事業に経営資源を集中させて収益力の改善と安定的な事業運営体制の構築に努めました。 

サービサー業界では、金融機関の不良債権処理の減少による市場規模縮小に加え、中小企業金融円

滑化法の期限が平成 24 年３月まで延長されたことから、引き続き厳しい環境が続く見通しであります

が、同事業を営む連結子会社の株式会社ジャスティス債権回収は、既存の買取債権の精査作業を強化

し、収入の確保に努める一方、新たな収益源の獲得に向けた営業活動を継続しております。 

この結果、当第１四半期の売上高は、賃貸保証事業及びパソコン関連製品販売事業からの撤退によ

り大幅な減収となり、118 百万円（前年同期比 90.2％減）となったものの、損益面では、上記２事業

の撤退効果や、グループ全体でのコスト削減に継続して取り組んだことにより、営業損失は 26 百万円

（前年同期比 632 百万円の改善）、経常損失は 52 百万円（前年同期比 630 百万円の改善）、四半期純

損失は 54百万円（前年同期比 782 百万円の改善）となりました。 

 

［セグメント別の概況］ 

① 債権回収事業 

債権回収事業につきましては、上述の通り、不良債権のマーケットが縮小傾向にある中、新規の債

権買取は低調に推移し、取扱高はほぼ横ばいとなっておりますが、サービシング業務の効率化と回収

力強化に取り組むとともに、保有する回収の進んでいない既存買取債権の精査作業と回収戦略の見直

しに注力してまいりました。また、今後の安定的な収益体制構築に取り組むことが緊急の課題である

との認識にたち、金融機関等からの新規債権の買取、各自治体の回収業務の受託拡大に向けた営業活

動を行っております。 

この結果、当期間の売上高は 113 百万円（前年同期比 16.1％減）となりましたが、営業利益は、販

管費のコストダウン推進などにより、22百万円（前年同期は７百万円の損失）となりました。 

  

② 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、株式会社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、既存の貸付債権について管理・回収を行っております。 

当期間の売上高は、営業貸付金の減少により４百万円（前年同期比 64.7％減）となりました。営業

利益は、前年同期に計上した貸倒引当金繰入額がなかったことなどにより、３百万円（前年同期は 239

百万円の損失）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 7,184 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 70 百万円減少しました。流動資産は 39 百

万円増加しました。これは主に現金及び預金の増加等によるものです。固定資産は主に敷金・保証金

の減少等による投資その他の資産の減少等により 109百万円減少しました。 

負債は 3,874 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 15 百万円減少しました。これは主に未払利息

などのその他流動負債が増加しましたが、未払金の減少、未払法人税等の減少等によるものです。 

純資産は 3,310 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 54 百万円減少しました。これは四半期純損

失の計上によるものです。 
 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、概ね当初予想の範囲内で進捗しております。そのため、第２四半期連結累

計期間及び通期の業績予想につきましては、平成 23 年５月 13 日公表の予想数値を据え置いておりま

す。 
 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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） 

    
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成23年６月30日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 38 137 
  受取手形及び売掛金 39 39 
  営業貸付金 2,943 2,931 
  買取債権 6,261 6,220 
  短期貸付金 894 894 
  その他 552 540 
  貸倒引当金 △4,291 △4,285 
  流動資産合計 6,437 6,477 

 固定資産   
  有形固定資産 39 35 
  無形固定資産   
   その他 52 46 
   無形固定資産合計 52 46 

  投資その他の資産   
   その他 1,058 957 
   貸倒引当金 △332 △332 
   投資その他の資産合計 726 625 

  固定資産合計 817 707 

 資産合計 7,255 7,184 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 2 0 
  短期借入金 1,709 1,706 
  未払金 329 302 
  未払法人税等 19 3 
  債務保証損失引当金 1,108 1,108 
  その他 660 692 
  流動負債合計 3,831 3,814 

 固定負債   
  その他 59 59 
  固定負債合計 59 59 

 負債合計 3,890 3,874 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 7,609 7,609 
  利益剰余金 △4,243 △4,298 
  自己株式 △0 △0 
  株主資本合計 3,365 3,310 

 純資産合計 3,365 3,310 

負債純資産合計 7,255 7,184 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円） 

  前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,203 118 

売上原価 792 1 

売上総利益 411 117 

販売費及び一般管理費 1,070 143 

営業損失（△） △659 △26 

営業外収益   
 受取利息 2 0 
 受取手数料 － 9 
 雑収入 11 5 
 営業外収益合計 13 15 

営業外費用   
 支払利息 28 37 
 支払手数料 2 2 
 雑損失 7 1 
 営業外費用合計 37 41 

経常損失（△） △683 △52 

特別利益   
 投資有価証券売却益 3 － 
 貸倒引当金戻入額 495 － 
 債務保証損失引当金戻入額 2 － 
 その他 0 － 
 特別利益合計 500 － 

特別損失   
 関係会社株式評価損 12 － 
 貸倒引当金繰入額 121 － 
 貸倒損失 608 － 
 リース解約損 16 － 
 その他 24 － 
 特別損失合計 783 － 

税金等調整前四半期純損失（△） △965 △52 

法人税、住民税及び事業税 2 1 

過年度法人税等戻入額 △131 － 

法人税等合計 △128 1 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △836 △54 

四半期純損失（△） △836 △54 

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 △4 － 
 その他の包括利益合計 △4 － 

四半期包括利益 △841 △54 

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 △841 △54 
 少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（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）セグメント情報等 

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成 22 年４月１日  至  平成 22 年６月 30 日) 

１．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 

      (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 215 135 839 13 1,203 0 1,203 

  セグメント間の内部売
上高 
  又は振替高 

0 1 19 4 26 △26 ─ 

計 215 136 858 18 1,229 △26 1,203 

セグメント損失(△) △187 △7 △31 △239 △466 △193 △659 

(注)１. セグメント損失の調整額△193 百万円には、セグメント間取引消去△64 百万円、のれん
の償却額△2 百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用等△125 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。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成 23 年４月１日  至  平成 23 年６月 30 日) 

１．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 
  (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 債権回収 

ファクタリン
グ 

合計 

売上高      

  外部顧客への売上高 113 4 118 0 118 

  セグメント間の内部売
上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 113 4 118 0 118 

セグメント利益又は損失
(△) 

22 3 26 △53 △26 

(注)１. セグメント利益又は損失の調整額△53 百万円には、各報告セグメントに配分していない
全社費用等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. セグメント利益又は損失は、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。 

 

（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。 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

 

(百万円未満切捨て) 
１．平成 24年３月期第１四半期の連結業績（平成 23年４月１日～平成 23年６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 ％ 
24年３月期第１四半期 144 △88.5 △6 ― △24 ― △26 ― 

23年３月期第１四半期 1,253 △53.2 △581 ― △597 ― △155 ―  
(注) 包括利益 24年３月期第１四半期 △26百万円( ―％)  23年３月期第１四半期 △159百万円( ―％) 

 

 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 
24年３月期第１四半期 △1. 37 ―  

23年３月期第１四半期 △7. 97 ―  

 

（２）連結財政状態   

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 
24年３月期第１四半期 7,927 4,052 51.1 

23年３月期 7,969 4,079 51.2  
(参考) 自己資本 24年３月期第１四半期 4,052百万円  23年３月期 4,079百万円 

 

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 
23年３月期 ―  0. 00 ―  0. 00 0. 00 

24年３月期 ―          

24年３月期(予想)   0. 00 ―  0. 00 0. 00 

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 

  

３．平成 24年３月期の連結業績予想（平成 23年４月１日～平成 24年３月 31日） 

 (％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 325 △86.7 △85  △88  △90  △4. 63 

通期 654 △79.0 △160  △168  △172  △8. 84 

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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４．その他 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無 

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

  新規 ―社 (社名)            、除外 ―社 (社名)             

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
 

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無 

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無 

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無 

 ④ 修正再表示 ： 無 

（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) 24年３月期１Ｑ 19,455,339株 23年３月期 19,455,339株 

② 期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 661株 23年３月期 661株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 19,454,678株 23年３月期１Ｑ 19,454,806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、添付資料 P3 ﾍﾟｰｼﾞ｢1.当四半期決算に関する定性的情報(3)連結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．当四半期決算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１四半期（平成 23 年４月１日から平成 23 年６月 30 日まで）のわが国経済は、恒常的な円

高・株安や、本年３月に発生した東日本大震災並びに原発事故による電力供給の制約等が影響し、景

気先行きが不透明な状況で推移しました。 

このような経済情勢のもと、当社グループにおきましては、前期において、さまざまな事業環境の

変化を受けて、事業体系の抜本的な見直しによる経営の効率化に取り組み、不採算となっていた賃貸

保証事業及びパソコン関連製品販売事業の整理・撤退を行ったことにより、今期においては債権回収

事業に経営資源を集中させて収益力の改善と安定的な事業運営体制の構築に努めました。 

サービサー業界では、金融機関の不良債権処理の減少による市場規模縮小に加え、中小企業金融円

滑化法の期限が平成 24 年３月まで延長されたことから、引き続き厳しい環境が続く見通しであります

が、同事業を営む連結子会社の株式会社ジャスティス債権回収は、既存の買取債権の精査作業を強化

し、収入の確保に努める一方、新たな収益源の獲得に向けた営業活動を継続しております。 

この結果、当第１四半期の売上高は、賃貸保証事業及びパソコン関連製品販売事業からの撤退によ

り大幅な減収となり、144 百万円（前年同期比 88.5％減）となったものの、損益面では、上記２事業

の撤退効果や、グループ全体でのコスト削減に継続して取り組んだことにより、営業損失は６百万円

（前年同期比 574 百万円の改善）、経常損失は 24 百万円（前年同期比 572 百万円の改善）、四半期純

損失は 26百万円（前年同期比 128 百万円の改善）となりました。 

 

［セグメント別の概況］ 

① 債権回収事業 

債権回収事業につきましては、上述の通り、不良債権のマーケットが縮小傾向にある中、新規の債

権買取は低調に推移し、取扱高はほぼ横ばいとなっておりますが、サービシング業務の効率化と回収

力強化に取り組むとともに、保有する回収の進んでいない既存買取債権の精査作業と回収戦略の見直

しに注力してまいりました。また、今後の安定的な収益体制構築に取り組むことが緊急の課題である

との認識にたち、金融機関等からの新規債権の買取、各自治体の回収業務の受託拡大に向けた営業活

動を行っております。 

この結果、当期間の売上高は 113 百万円（前年同期比 16.1％減）となりましたが、営業利益は、販

管費のコストダウン推進などにより、22百万円（前年同期は７百万円の損失）となりました。 

  

② 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、株式会社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、既存の貸付債権について管理・回収を行っております。 

当期間の売上高は、営業貸付金の減少により 30 百万円（前年同期比 51.6％減）となりました。営業

利益は、前年同期に計上した貸倒引当金繰入額がなかったことなどにより、25 百万円（前年同期は

161百万円の損失）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 7,927 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 42 百万円減少しました。流動資産は 67 百

万円増加しました。これは主に現金及び預金の増加等によるものです。固定資産は主に敷金・保証金

の減少等による投資その他の資産の減少等により 109百万円減少しました。 

負債は 3,874 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 15 百万円減少しました。これは主に未払利息

などのその他流動負債が増加しましたが、未払金の減少、未払法人税等の減少等によるものです。 

純資産は 4,052 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 26 百万円減少しました。これは四半期純損

失の計上によるものです。 
 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期の業績は、概ね当初予想の範囲内で進捗しております。そのため、第２四半期連結累

計期間及び通期の業績予想につきましては、平成 23 年５月 13 日公表の予想数値を据え置いておりま

す。 
 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 
（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 
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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） 

    
前連結会計年度 

(平成23年３月31日) 
当第１四半期連結会計期間 

(平成23年６月30日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 38 137 
  受取手形及び売掛金 39 39 
  営業貸付金 2,943 2,931 
  買取債権 6,261 6,220 
  未収入金 786 783 
  短期貸付金 894 894 
  その他 537 561 
  貸倒引当金 △4,348 △4,348 
  流動資産合計 7,152 7,219 

 固定資産   
  有形固定資産 39 35 
  無形固定資産   
   その他 52 46 
   無形固定資産合計 52 46 

  投資その他の資産   
   その他 1,058 957 
   貸倒引当金 △332 △332 
   投資その他の資産合計 726 625 

  固定資産合計 817 707 

 資産合計 7,969 7,927 

負債の部   
 流動負債   
  買掛金 2 0 
  短期借入金 1,709 1,706 
  未払金 329 302 
  未払法人税等 19 3 
  債務保証損失引当金 1,108 1,108 
  その他 660 692 
  流動負債合計 3,831 3,814 

 固定負債   
  その他 59 59 
  固定負債合計 59 59 

 負債合計 3,890 3,874 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 7,609 7,609 
  利益剰余金 △3,529 △3,555 
  自己株式 △0 △0 
  株主資本合計 4,079 4,052 

 純資産合計 4,079 4,052 

負債純資産合計 7,969 7,927 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：百万円） 

  前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

売上高 1,253 144 

売上原価 792 1 

売上総利益 461 143 

販売費及び一般管理費 1,042 149 

営業損失（△） △581 △6 

営業外収益   
 受取利息 9 7 
 受取手数料 － 9 
 雑収入 11 5 
 営業外収益合計 21 22 

営業外費用   
 支払利息 28 37 
 支払手数料 2 2 
 雑損失 7 1 
 営業外費用合計 37 41 

経常損失（△） △597 △24 

特別利益   
 投資有価証券売却益 3 － 
 貸倒引当金戻入額 361 － 
 債務保証損失引当金戻入額 2 － 
 その他 0 － 
 特別利益合計 367 － 

特別損失   
 関係会社株式評価損 12 － 
 リース解約損 16 － 
 その他 24 － 
 特別損失合計 53 － 

税金等調整前四半期純損失（△） △283 △24 

法人税、住民税及び事業税 2 1 

過年度法人税等戻入額 △131 － 

法人税等合計 △128 1 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △155 △26 

四半期純損失（△） △155 △26 

その他の包括利益   
 その他有価証券評価差額金 △4 － 
 その他の包括利益合計 △4 － 

四半期包括利益 △159 △26 

（内訳）   
 親会社株主に係る四半期包括利益 △159 △26 
 少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（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）セグメント情報等 

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自  平成 22 年４月１日  至  平成 22 年６月 30 日) 

１．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 

      (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 215 135 839 63 1,253 0 1,253 

  セグメント間の内部売
上高 
  又は振替高 

0 1 19 4 26 △26 ─ 

計 215 136 858 68 1,279 △26 1,253 

セグメント損失(△) △187 △7 △31 △161 △388 △193 △581 

(注)１. セグメント損失の調整額△193 百万円には、セグメント間取引消去△64 百万円、のれん
の償却額△2 百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用等△125 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。 

 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自  平成 23 年４月１日  至  平成 23 年６月 30 日) 

１．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 
  (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 債権回収 

ファクタリン
グ 

合計 

売上高      

  外部顧客への売上高 113 30 144 0 144 

  セグメント間の内部売
上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 113 30 144 0 144 

セグメント利益又は損失
(△) 

22 25 47 △53 △6 

(注)１. セグメント利益又は損失の調整額△53 百万円には、各報告セグメントに配分していない
全社費用等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. セグメント利益又は損失は、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。 

 

（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。 


