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(訂正)「平成25年3月期決算短信［日本基準］(連結)」の一部訂正について 

 

当社は、平成25年5月14日に発表した第38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25年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 

 

 

平成 25年 5月 14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) 取締役経理部長 (氏名) 末松 知史 (TEL) 03-5643-0620  
定時株主総会開催予定日 平成25年6月25日 有価証券報告書提出予定日 平成25年6月25日 

配当支払開始予定日 ―    
決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

決算説明会開催の有無    ： 無 
 
 (百万円未満切捨て) 

１．平成 25年３月期の連結業績（平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日） 

（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 ％ 
25年３月期 319 △36.1 △2,016 ― △1,487 ― △813 ― 

24年３月期 500 △83.2 △253 ― △170 ― 324 △84.7  
(注) 包括利益 25年３月期 △813百万円( ―％)  24年３月期 324百万円(△84.8％) 

 

 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 ％ ％ ％ 
25年３月期 △41. 80 ―  △68.3 △28.0 △597.8 

24年３月期 16. 70 ―  5.2 △1.3 △36.5  
(参考) 持分法投資損益 25年３月期 ―百万円  24年３月期 ―百万円 

 

（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 
25年３月期 4,511 2,884 66.0 172. 29 

24年３月期 5,767 3,690 44.9 88. 05  
(参考) 自己資本 25年３月期 2,884百万円  24年３月期 3,690百万円 

 

（３）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 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 
25年３月期 △88 △2 96 17 

24年３月期 172 228 △427 11 

 

２．配当の状況 

 
年間配当金 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 ％ ％ 
24年３月期 ―  0. 00 ―  0. 00 0. 00 ― ― ― 

25年３月期 ―  0. 00 ―  0. 00 0. 00 ― ― ― 

26年３月期(予想) ―  0. 00 ―  0. 00 0. 00  ―  

 

３．平成 26年３月期の連結業績予想（平成 25年４月１日～平成 26年３月 31日） 

 (％表示は、通期は対前期、四半期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) 152 △23.6 △371 ― △334 ― △335 ― △17. 22 

通 期 316 △6.0 △431 ― △355 ― △358 ― △18. 41 

 



 

 
※ 注記事項 

（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 

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

（２）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 

（３）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) 25年３月期 19,455,339株 24年３月期 19,455,339株 

② 期末自己株式数 25年３月期 704株 24年３月期 682株 

③ 期中平均株式数 25年３月期 19,454,644株 24年３月期 19,454,716株 

 

(参考) 個別業績の概要 

１．平成 25年３月期の個別業績（平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日） 

（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 ％ 
25年３月期 62 0.0 △132 ― 580 5,829.7 1,739 1,328.9 

24年３月期 62 △20.7 △158 ― 9 ― 121 ― 

 

 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 

25年３月期 91. 24 ―  

24年３月期 4. 43 ―  

 

（２）個別財政状態 

 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 

25年３月期 5,284 3,488 66.0 179. 29 

24年３月期 3,813 1,713 44.9 88. 05 
 
(参考) 自己資本 25年３月期 3,488百万円  24年３月期 1,713百万円 

 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連

結財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

 

 

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、

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 2～3 ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

(当期の経営成績)  

当連結会計年度（平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで）のわが国経済は、欧州を中心

とした世界経済の減速などの懸念材料によって先行き不透明な状況が続きましたが、昨年末以降から、

新政権による経済政策に伴う円安効果や内外経済の回復の兆しが見られ、実体経済の底上げが期待さ

れております。 

このような状況のもと当社グループは、前期に引き続き、主力の債権回収事業に経営資源を集中さ

せ、収益力の改善と安定的な事業運営体制の構築に努めてまいりました。 

サービサー業界におきましては、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

業金融円滑化法の影響もあり、市場は弱含みの状況が続きました。同事業を営む株式会社ジャスティ

ス債権回収では、こうした厳しい経営環境に対応するため、採算管理の徹底、各債務者の状況に応じ

たきめ細かい対応と与信管理、回収業務の効率化・機動性の向上に重点的に取り組みましたが、保有

債権の劣化に伴って回収率も鈍化しており、売上は低調に推移しました。 

当連結会計年度における売上高は、債権回収事業の取扱債権及びファクタリング事業の営業貸付金

がともに前期に比べ減少し、319 百万円（前期比 36.1％減）となりました。損益面については、販売

費及び一般管理費に、株式会社ジャスティス債権回収の既存買取債権に対する貸倒引当金繰入額を

1,850百万円計上したことから、営業損失は 2,016百万円（前期は 253百万円の損失）となりました。

また、営業外収益として、営業貸付金や短期貸付金に対する貸倒引当金戻入額を 482 百万円計上した

ことから、経常損失は 1,487 百万円（前期は 170 百万円の損失）、当期純損失は 813 百万円（前期は

324百万円の利益）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、回収の進んでいない既存債権の掘り起こしとともに、前期以前に買

取成果の見られた住宅ローン債権の求償債権や破産管財人からの譲受債権など収益性の見込める債権

の精査作業を強化して、効率的な回収戦略の策定、実行に注力しました。しかしながら、縮小する市

場の中で取扱債権が減少した影響が大きく、債権回収高は大幅に前期を下回りました。債権の買取に

関しては、金融機関からの債権売却の減少に伴うサービサー間の入札競争激化、買取価格高騰という

厳しい市況環境の影響で低位な状況にありますが、地道な営業活動やセカンダリー市場への参入等に

よって新規債権の獲得を進めております。 

この結果、当期の売上高は 304 百万円（前期比 36.6％減）となりました。一方、コスト面において

は、貸倒引当金繰入額 1,853 百万円（内、取得から一定期間を経過した買取債権の精査結果を踏まえ

ての予防的な引当額 1,850 百万円）を計上したため、営業損失は 1,884 百万円（前期は 99 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および大

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。 

当期の売上高は、営業貸付金の減少により 14 百万円（前期比 25.9％減）となり、営業損失は、３百

万円（前期は９百万円の利益）となりました。 
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(次期の見通し)  

当社グループの主力事業である債権回収事業におきましては、中小企業金融円滑化法の適用期限が

本年３月末に終了したことに伴い、中長期的には、潜在的な不良債権が徐々に顕在化することも予想

されますが、現状は金融機関からの債権売却が本格的に増加するか否か不透明な状況にあり、また、

売却される債権のサービサー間での入札時価格競争激化等で、当面は厳しい経営環境が続くものと見

込まれます。 

同事業を営む株式会社ジャスティス債権回収では、引き続き回収の進んでいない保有債権の回収戦

略を見直し、効果的な調査・接触と的確な対応を基本に、より一層の回収力の強化に取り組むととも

に、金融機関向け営業活動による新規債権の獲得を図ってまいります。 

次期の業績につきましては、売上高は 316 百万円と予想しておりますが、株式会社ジャスティス債

権回収の既存取扱債権について、同社の基準に基づき、取得から一定期間を経過することに伴う貸倒

引当金の計上を約 345 百万円見込んでいることなどにより、営業損失 431 百万円、経常損失 355 百万

円、当期純損失 358百万円となる見通しであります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、主にジャスティス債権回収の買取債権に対する貸倒引当金が 1,850

百万円増加したこと等の理由により、前連結会計年度末に比べ 1,205 百万円減少し、4,511 百万円とな

りました。 

負債は、短期借入金やその他債務について金銭債権（営業貸付金や短期貸付金等）による代物弁済

をおこなったこと等の理由により、前連結会計年度末に比べ 450 百万円減少し、1,626 百万円となり

ました。 

純資産は、813 百万円の当期純損失を計上したことなどにより、利益剰余金が 805 百万円減少し、

2,884 百万円となりました。 

  

② 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、88 百万円の支出となりました。これは主に税金等調整前当

期純損失が 814 百万円、貸倒引当金の増加額が 1,368 百万円、法人税等の支払額が 15 百万円あった

ことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、２百万円の支出となりました。これは主に無形固定資産の

取得による支出が３百万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、96 百万円の収入となりました。これは主に短期借入金の純

増によるものです。 

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５百万円

増加し、17 百万円となりました。 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率(％) 19.3 8.4 46.4 64.0 63.9 

時価ベースの自己資本比率 
(％) 

21.5 19.7 41.8 45.5 34.5 

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率(％) 

1.3 1.6 3.9 1.3 ― 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 

20.8 34.9 15.6 3.8 ― 

 (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算出しています。 

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。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な政策として位置付けておりますが、当期・

次期の配当につきましては、当社グループを取り巻く経営環境や業績の状況等を総合的に勘案し、財

務体質の改善と将来の事業展開のために必要な内部留保を図っていくことが重要であると考えており、

誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。  
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２．企業集団の状況 
 

 当社グループは、当社及び子会社６社、関連会社１社により構成されており、㈱ジャスティス債権回

収が営む債権回収事業を主な事業内容としております。なお、㈱ＩＦが営むファクタリング事業は、現

在は事業を休止しており、既存の貸付債権について管理・回収を行っております。 

 当社グループの事業にかかる位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。 

 なお、平成 25 年３月 31 日現在、上記の中核事業に直接関連していないその他の子会社については、

グループ外からの収益を稼得していないため、セグメントとして区分しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) １ 当社は平成 25 年４月１日に㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィを吸収合併しております。 

  ２ ㈱Ⅰファクターは平成 24 年３月５日に解散決議をしております。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

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最大化を達成し、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。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社グループ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。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、引き続き経営資源を子会社である株式会社ジャスティス債権回収に集中し、グ

ループ全体において徹底したローコストオペレーションを進めてまいります。 

 当期においては、株式会社ジャスティス債権回収の貸倒引当金の積み増しなどにより、対前年比

で大幅な減収減益となりましたが、今後は新規債権の取得推進、経費の効率的支出の徹底などによ

り企業体質の強化を図ってまいります。 

 当社グループを取り巻く事業環境につきましては、依然として厳しい状況が続くものと予想され

ますが、株式会社ジャスティス債権回収の債権買取などにより売上・利益の拡大を図る一方で、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、安定的且つ持続可能な成長

の実現を目指してまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループの目的は、「株式会社ＭＡＧねっとホールディングス」と各子会社双方の話し合い

により策定した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

プとしての規模の拡大と、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。株式会社ジャ

スティス債権回収においては債権買取を進めており、より一層の買取を進めることで利益率を向上

させ、キャッシュフローの獲得による経営の安定化を図ることが出来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。 
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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24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 11 17 
  受取手形及び売掛金 13 12 
  営業貸付金 2,874 1,004 
  買取債権 5,332 5,258 
  未収入金 233 2,515 
  未収収益 142 91 
  短期貸付金 893 656 
  その他 88 64 
  貸倒引当金 △3,958 △5,290 
  流動資産合計 5,630 4,330 

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 16 15 
    減価償却累計額 △6 △6 
    建物及び構築物（純額） 10 8 

   土地 17 17 
   その他 64 70 
    減価償却累計額 △60 △65 
    その他（純額） 4 5 

   有形固定資産合計 32 31 

  無形固定資産   
   ソフトウエア 28 15 
   その他 0 0 
   無形固定資産合計 28 16 

  投資その他の資産   
   投資有価証券 ※2 15 ※2 73 
   破産更生債権等 336 385 
   その他 ※1 86 ※1 87 
   貸倒引当金 △363 △413 
   投資その他の資産合計 75 132 

  固定資産合計 137 180 

 資産合計 5,767 4,511 
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(単位：百万円) 

   
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  短期借入金 229 94 
  未払金 490 490 
  未払法人税等 32 22 
  預り金 10 10 
  債務保証損失引当金 1,103 900 
  その他 149 44 
  流動負債合計 2,015 1,563 

 固定負債   
  その他 61 63 
  固定負債合計 61 63 

 負債合計 2,077 1,626 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 7,609 7,609 
  利益剰余金 △3,918 △4,724 
  自己株式 △0 △0 
  株主資本合計 3,690 2,884 

 純資産合計 3,690 2,884 

負債純資産合計 5,767 4,511 
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（２）連結損益及び包括利益計算書 

(単位：百万円) 

  前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 500 319 

売上原価 1 － 

売上総利益 499 319 

販売費及び一般管理費 ※1 752 ※1 2,335 

営業損失（△） △253 △2,016 

営業外収益   
 受取利息 31 41 
 受取手数料 48 59 
 貸倒引当金戻入額 － 482 
 匿名組合投資利益 115 － 
 雑収入 23 15 
 営業外収益合計 188 560 

営業外費用   
 支払利息 92 5 
 支払手数料 7 7 
 貸倒引当金繰入額 － 11 
 雑損失 5 7 
 営業外費用合計 105 31 

経常損失（△） △170 △1,487 

特別利益   
 債務免除益 950 － 
 債権譲渡益 － 672 
 特別利益合計 950 672 

特別損失   
 固定資産処分損 2 0 
 現物配当に伴う交換損失 84 － 
 債権譲渡損 336 － 
 その他 6 － 
 特別損失合計 430 0 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

349 △814 

法人税、住民税及び事業税 24 14 

過年度法人税等戻入額 － △16 

法人税等合計 24 △1 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△） 

324 △813 

当期純利益又は当期純損失（△） 324 △813 

包括利益 324 △813 

（内訳）   
 親会社株主に係る包括利益 324 △813 
 少数株主に係る包括利益 － － 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   
 資本金   
  当期首残高 7,609 7,609 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 7,609 7,609 

 利益剰余金   
  当期首残高 △4,243 △3,918 
  当期変動額   
   当期純利益又は当期純損失（△） 324 △813 
   自己株式の処分 △0 － 
   連結範囲の変動 － 7 
   当期変動額合計 324 △805 

  当期末残高 △3,918 △4,724 

 自己株式   
  当期首残高 △0 △0 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △0 △0 
   自己株式の処分 0 － 
   当期変動額合計 0 △0 

  当期末残高 △0 △0 

 株主資本合計   
  当期首残高 3,365 3,690 
  当期変動額   
   当期純利益又は当期純損失（△） 324 △813 
   自己株式の取得 △0 △0 
   自己株式の処分 0 － 
   連結範囲の変動 － 7 
   当期変動額合計 324 △805 

  当期末残高 3,690 2,884 

純資産合計   
 当期首残高 3,365 3,690 
 当期変動額   
  当期純利益又は当期純損失（△） 324 △813 
  自己株式の取得 △0 △0 
  自己株式の処分 0 － 
  連結範囲の変動 － 7 
  当期変動額合計 324 △805 

 当期末残高 3,690 2,884 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25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利益又は税金等調整前当期

純損失（△） 
349 △814 

 減価償却費 30 23 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 200 1,368 
 受取利息及び受取配当金 △0 △2 
 支払利息 92 5 
 現物配当に伴う交換損失 84 － 
 匿名組合投資損益（△は益） △115 － 
 固定資産処分損益（△は益） 2 0 
 債務免除益 △950 － 
 債権譲渡益 － △672 
 債権譲渡損 336 － 
 買取債権の増減額（△は増加） 86 66 
 売上債権の増減額（△は増加） △0 △4 
 営業貸付金の増減額（△は増加） 54 － 
 差入保証金の増減額（△は増加） 9 4 
 未収収益の増減額（△は増加） △17 △9 
 仕入債務の増減額（△は減少） △2 － 
 未払金の増減額（△は減少） △29 △42 
 その他 101 5 
 小計 231 △72 

 利息及び配当金の受取額 0 0 
 利息の支払額 △45 △0 
 法人税等の支払額 △13 △15 
 営業活動によるキャッシュ・フロー 172 △88 

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 － △0 
 無形固定資産の取得による支出 △1 △3 
 貸付金の回収による収入 6 － 
 敷金及び保証金の差入による支出 △0 △0 
 敷金及び保証金の回収による収入 11 1 
 匿名組合出資金の払戻による収入 212 － 
 投資活動によるキャッシュ・フロー 228 △2 

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 119 156 
 短期借入金の返済による支出 △415 △59 
 長期借入金の返済による支出 △132 － 
 その他 △0 △0 
 財務活動によるキャッシュ・フロー △427 96 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27 6 

現金及び現金同等物の期首残高 38 11 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △0 

現金及び現金同等物の期末残高 11 17 
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

  

(連結貸借対照表関係) 

※１ 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

投資不動産の減価償却累計額 3百万円 3百万円 

  

※２ 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。  

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

投資有価証券（株式） 15百万円 73百万円 

  

  ３ 保証債務  

連結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。  

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

マルマン㈱ 377百万円 257百万円 

㈱ＶＥＳＴＡ 75 75 

計 453 333 

  

 (連結損益及び包括利益計算書関係) 

※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。  

 
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

給料手当 161百万円 167百万円 

支払手数料 149 143 

貸倒引当金繰入額 211 1,839 

租税公課 46 41 
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 (金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

  (１) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、連結子会社において債権回収事業などの金融サービス事業を行っておりま

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、主に関連当事者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、営業債権である営業貸付金、買取債権であります。 

 営業貸付金は、過去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。 

 債権回収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。 

 また、当期の連結決算日現在における未収入金は、主に関連当事者への債権譲渡によるもの

であります。 

 これらの金融資産は、顧客及び取引先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。 

  

  (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。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

前連結会計年度(自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 年３月 31 日) 

平成 24 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） 

 
連結貸借対照表 

計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

（1）現金及び預金 11 11 ― 

（2）受取手形及び売掛金 13 13 ― 

（3）営業貸付金 2,874   

   貸倒引当金 △996   

 1,887 1,887 ― 

（4）買取債権 5,332   

   貸倒引当金 △2,743   

 2,588 2,588 ― 

（5）未収入金 233   

   貸倒引当金 －   

 233 233 ― 

（6）未収収益 142   

   貸倒引当金 －   

 142 142 ― 

（7）短期貸付金 893   

   貸倒引当金 △213   

 680 680 ― 

（8）破産更生債権等 336   

   貸倒引当金 △336   

 0 0 ― 

資産計 5,547 5,547 ― 

（1）短期借入金 229 229 ― 

（2）未払金 490 490 ― 

負債計 719 719 ― 

（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）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。 

  （5）未収入金、（6）未収収益、（7）短期貸付金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額と近似し

ていることから、当該価額をもって時価としております。 
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  （8）破産更生債権等 

破産更生債権等については、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。 

  負 債 

  （1）短期借入金、（2）未払金 

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。 

 

（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 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 15 

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表には含めておりません。 

 

（注 3）金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

 1年以内（百万円） 

現金及び預金 11 

受取手形及び売掛金 13 

未収入金 233 

未収収益 142 

短期貸付金 893 

合計 1,294 

営業貸付金、買取債権及び破産更生債権等については、償還予定額が見込めないため、上記の表には含めてお

りません。 
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当連結会計年度(自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日) 

平成 25 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） 

 
連結貸借対照表 

計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

（1）現金及び預金 17 17 ― 

（2）受取手形及び売掛金 12 12 ― 

（3）営業貸付金 1,004   

   貸倒引当金 △579   

 425 425 ― 

（4）買取債権 5,258   

   貸倒引当金 △4,589   

 668 668 ― 

（5）未収入金 2,515 2,515 ― 

（6）未収収益 91   

   貸倒引当金 －   

 91 143 ― 

（7）短期貸付金 656   

   貸倒引当金 △117   

 539 539 ― 

（8）破産更生債権等 385   

   貸倒引当金 △385   

 0 0 ― 

資産計 4,269 4,269 ― 

（1）短期借入金 94 94 ― 

（2）未払金 490 490 ― 

負債計 585 585 ― 

（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、（5）未収入金 

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）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）未収収益、（7）短期貸付金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額と近似し

ていることから、当該価額をもって時価としております。 

  （8）破産更生債権等 

破産更生債権等については、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。 
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  負 債 

  （1）短期借入金、（2）未払金 

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。 

 

（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 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 73 

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表には含めておりません。 

 

（注 3）金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

 1年以内（百万円） 

現金及び預金 17 

受取手形及び売掛金 12 

未収入金 2,515 

未収収益 91 

短期貸付金 656 

合計 3,293 

営業貸付金、買取債権及び破産更生債権等については、償還予定額が見込めないため、上記の表には含めてお

りません。 

 

(セグメント情報等) 

(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、「債権回収事業」及び「ファクタリング事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「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なっております。「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なっておりますが、現在は事業を休止しており、既存の貸

付債権について管理・回収を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失の数値であります。 
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成 23 年４月１日  至  平成 24 年３月 31 日) 

  (単位：百万円) 

 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結 
財務諸表 
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 480 19 499 0 500 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 480 19 499 0 500 

セグメント利益又は損失(△) △99 9 △90 △162 △253 

セグメント資産 3,963 2,129 6,092 △325 5,767 

その他の項目      

  減価償却費 23 0 23 7 30 

  貸倒引当金繰入額 216 △9 206 4 211 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

― ― ― 1 1 

(注)１. 調整額は以下のとおりです。 

(1) セグメント利益又は損失の調整額△162 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) セグメント資産の調整額△325 百万円には、セグメント間の債権の相殺消去等△1,311 百
万円、各報告セグメントに配分していない全社資産 985 百万円が含まれております。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない設備等
の投資額であります。 

    ２. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
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当連結会計年度(自  平成 24 年４月１日  至  平成 25 年３月 31 日) 

  (単位：百万円) 

 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結 
財務諸表 
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 304 14 318 0 319 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 304 14 318 0 319 

セグメント利益又は損失(△) △1,884 △3 △1,887 △128 △2,016 

セグメント資産 2,076 999 3,076 1,434 4,511 

その他の項目      

  減価償却費 18 0 19 4 23 

  貸倒引当金繰入額 1,849 △6 1,842 ,△2 1,839 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

3 ― 3 0 3 

(注)１. 調整額は以下のとおりです。 

(1) セグメント利益又は損失の調整額△128 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) セグメント資産の調整額 1,434 百万円には、セグメント間の債権の相殺消去等△1,146 百
万円、各報告セグメントに配分していない全社資産 2,581 百万円が含まれております。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない設備等
の投資額であります。 

    ２. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
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 (１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 189.68円 

１株当たり当期純利益 16.70円 
 

１株当たり純資産額 148.27円 

１株当たり当期純損失（△） △41.80円 
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。 

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。 

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万
円） 

324 △813 

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利益又は当期純損失
（△）（百万円） 324 △813 

期中平均株式数（千株） 19,454 19,454 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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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24年３月31日) 
当事業年度 

(平成25年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 1 1 
  売掛金 3 11 
  未収入金 746 2,198 
  短期貸付金 400 182 
  その他 14 7 
  貸倒引当金 △360 － 
  流動資産合計 804 2,400 

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 12 12 
    減価償却累計額 △4 △6 
    建物（純額） 7 5 

   工具、器具及び備品 18 18 
    減価償却累計額 △13 △15 
    工具、器具及び備品（純額） 5 3 

   有形固定資産合計 12 9 

  無形固定資産   
   ソフトウエア 3 1 
   電話加入権 0 0 
   無形固定資産合計 3 1 

  投資その他の資産   
   関係会社株式 2,959 2,839 
   破産更生債権等 67 270 
   敷金及び保証金 1 1 
   その他 57 57 
   貸倒引当金 △94 △296 
   投資その他の資産合計 2,992 2,872 

  固定資産合計 3,008 2,883 

 資産合計 3,813 5,284 

       



 ㈱ＭＡＧねっとホールディングス（８０７３）平成２５年３月期決算短信 

―22― 

 
(単位：百万円) 

     
前事業年度 

(平成24年３月31日) 
当事業年度 

(平成25年３月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  短期借入金 289 175 
  未払金 558 652 
  未払費用 148 44 
  未払法人税等 2 18 
  預り金 1 1 
  債務保証損失引当金 1,100 897 
  その他 0 6 
  流動負債合計 2,100 1,796 

 負債合計 2,100 1,796 

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 △5,895 △4,120 
   利益剰余金合計 △5,895 △4,120 

  自己株式 △0 △0 
  株主資本合計 1,713 3,488 

 純資産合計 1,713 3,488 

負債純資産合計 3,813 5,284 
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（２）損益計算書 
(単位：百万円) 

  前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業収益   
 経営指導料 62 62 
 営業収益合計 62 62 

営業費用   
 一般管理費 220 192 
 営業費用合計 220 192 

営業損失（△） △158 △129 

営業外収益   
 受取利息 1 2 
 受取手数料 48 59 
 受取家賃 4 4 
 貸倒引当金戻入額 163 634 
 雑収入 0 6 
 営業外収益合計 219 707 

営業外費用   
 支払利息 41 7 
 支払手数料 7 7 
 雑損失 1 1 
 営業外費用合計 50 16 

経常利益 9 560 

特別利益   
 現物配当に伴う交換利益 － 838 
 債権譲渡益 － 486 
 特別利益合計 － 1,325 

特別損失   
 関係会社株式評価損 44 － 
 現物配当に伴う交換利益 11 － 
 特別損失合計 56 － 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △47 1,866 

法人税、住民税及び事業税 △133 14 

過年度法人税等 － 96 

法人税等合計 △133 111 

当期純利益 86 1,775 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   
 資本金   
  当期首残高 7,609 7,609 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 7,609 7,609 

 利益剰余金   
  その他利益剰余金   
   繰越利益剰余金   
    当期首残高 △5,982 △5,895 
    当期変動額   
     当期純利益 86 1,775 
     自己株式の処分 △0 － 
     当期変動額合計 86 1,775 

    当期末残高 △5,895 △4,120 

  利益剰余金合計   
   当期首残高 △5,982 △5,895 
   当期変動額   
    当期純利益 86 1,775 
    自己株式の処分 △0 － 
    当期変動額合計 86 1,775 

   当期末残高 △5,895 △4,120 

 自己株式   
  当期首残高 △0 △0 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △0 △0 
   自己株式の処分 0 － 
   当期変動額合計 0 △0 

  当期末残高 △0 △0 

 株主資本合計   
  当期首残高 1,626 1,713 
  当期変動額   
   当期純利益 86 1,775 
   自己株式の取得 △0 △0 
   自己株式の処分 0 － 
   当期変動額合計 86 1,775 

  当期末残高 1,713 3,488 

純資産合計   
 当期首残高 1,626 1,713 
 当期変動額   
  当期純利益 121 1,775 
  自己株式の取得 △0 △0 
  自己株式の処分 0 － 
  当期変動額合計 86 1,775 

 当期末残高 1,713 3,488 
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 (百万円未満切捨て) 

１．平成 25年３月期の連結業績（平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日） 

（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 ％ 
25年３月期 336 △40.6 △2,012 ― △1,554 ― △1,552 ― 

24年３月期 566 △81.8 △207 ― △93 ― 401 △85.9  
(注) 包括利益 25年３月期 △1,552百万円( ―％)  24年３月期 401百万円(△85.9％) 

 

 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 ％ ％ ％ 
25年３月期 △79. 83 ―  △41.9 △28.0 △597.8 

24年３月期 20. 64 ―  9.4 △1.3 △36.5  
(参考) 持分法投資損益 25年３月期 ―百万円  24年３月期 ―百万円 

 

（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 
25年３月期 4,562 2,935 64.3 150. 90 

24年３月期 6,558 4,481 68.3 230. 33  
(参考) 自己資本 25年３月期 2,935百万円  24年３月期 4,481百万円 

 

（３）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 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 
25年３月期 △88 △2 96 17 

24年３月期 172 228 △427 11 

 

２．配当の状況 

 
年間配当金 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 ％ ％ 
24年３月期 ―  0. 00 ―  0. 00 0. 00 ― ― ― 

25年３月期 ―  0. 00 ―  0. 00 0. 00 ― ― ― 

26年３月期(予想) ―  0. 00 ―  0. 00 0. 00  ―  

 

３．平成 26年３月期の連結業績予想（平成 25年４月１日～平成 26年３月 31日） 

 (％表示は、通期は対前期、四半期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) 152 △23.6 △371 ― △334 ― △335 ― △17. 22 

通 期 316 △6.0 △431 ― △355 ― △358 ― △18. 41 

 



 

 

 
※ 注記事項 

（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 

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

（２）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 

（３）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) 25年３月期 19,455,339株 24年３月期 19,455,339株 

② 期末自己株式数 25年３月期 704株 24年３月期 682株 

③ 期中平均株式数 25年３月期 19,454,644株 24年３月期 19,454,716株 

 

(参考) 個別業績の概要 

１．平成 25年３月期の個別業績（平成 24年４月１日～平成 25年３月 31日） 

（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 ％ 
25年３月期 62 0.0 △132 ― 580 5,829.7 1,739 1,328.9 

24年３月期 62 △20.7 △158 ― 9 ― 121 ― 

 

 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 

25年３月期 89. 42 ―  

24年３月期 6. 26 ―  

 

（２）個別財政状態 

 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 

25年３月期 5,284 3,488 66.0 179. 29 

24年３月期 3,848 1,748 45.4 89. 88 
 
(参考) 自己資本 25年３月期 3,488百万円  24年３月期 1,748百万円 

 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 

この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、連

結財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

 

 

※ 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、

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 2～3 ページ「１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績・財政状態に関する分析 

（１）経営成績に関する分析 

(当期の経営成績)  

当連結会計年度（平成 24 年４月１日から平成 25 年３月 31 日まで）のわが国経済は、欧州を中心

とした世界経済の減速などの懸念材料によって先行き不透明な状況が続きましたが、昨年末以降から、

新政権による経済政策に伴う円安効果や内外経済の回復の兆しが見られ、実体経済の底上げが期待さ

れております。 

このような状況のもと当社グループは、前期に引き続き、主力の債権回収事業に経営資源を集中さ

せ、収益力の改善と安定的な事業運営体制の構築に努めてまいりました。 

サービサー業界におきましては、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

業金融円滑化法の影響もあり、市場は弱含みの状況が続きました。同事業を営む株式会社ジャスティ

ス債権回収では、こうした厳しい経営環境に対応するため、採算管理の徹底、各債務者の状況に応じ

たきめ細かい対応と与信管理、回収業務の効率化・機動性の向上に重点的に取り組みましたが、保有

債権の劣化に伴って回収率も鈍化しており、売上は低調に推移しました。 

当連結会計年度における売上高は、債権回収事業の取扱債権及びファクタリング事業の営業貸付金

がともに前期に比べ減少し、336 百万円（前期比 40.6％減）となりました。損益面については、販売

費及び一般管理費に、株式会社ジャスティス債権回収の既存買取債権に対する貸倒引当金繰入額を

1,850百万円計上したことから、営業損失は 2,012百万円（前期は 207百万円の損失）となりました。

また、営業外収益として、営業貸付金や短期貸付金に対する貸倒引当金戻入額を 373 百万円計上した

ことから、経常損失は 1,554 百万円（前期は 93 百万円の損失）、当期純損失は 1,552 百万円（前期は

401百万円の利益）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、回収の進んでいない既存債権の掘り起こしとともに、前期以前に買

取成果の見られた住宅ローン債権の求償債権や破産管財人からの譲受債権など収益性の見込める債権

の精査作業を強化して、効率的な回収戦略の策定、実行に注力しました。しかしながら、縮小する市

場の中で取扱債権が減少した影響が大きく、債権回収高は大幅に前期を下回りました。債権の買取に

関しては、金融機関からの債権売却の減少に伴うサービサー間の入札競争激化、買取価格高騰という

厳しい市況環境の影響で低位な状況にありますが、地道な営業活動やセカンダリー市場への参入等に

よって新規債権の獲得を進めております。 

この結果、当期の売上高は 304 百万円（前期比 36.6％減）となりました。一方、コスト面において

は、貸倒引当金繰入額 1,853 百万円（内、取得から一定期間を経過した買取債権の精査結果を踏まえ

ての予防的な引当額 1,850 百万円）を計上したため、営業損失は 1,888 百万円（前期は 105 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および大

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。 

当期の売上高は、営業貸付金の減少により 31 百万円（前期比 63.1％減）となり、営業利益は、６百

万円（前期比 89.8％減）となりました。 
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(次期の見通し)  

当社グループの主力事業である債権回収事業におきましては、中小企業金融円滑化法の適用期限が

本年３月末に終了したことに伴い、中長期的には、潜在的な不良債権が徐々に顕在化することも予想

されますが、現状は金融機関からの債権売却が本格的に増加するか否か不透明な状況にあり、また、

売却される債権のサービサー間での入札時価格競争激化等で、当面は厳しい経営環境が続くものと見

込まれます。 

同事業を営む株式会社ジャスティス債権回収では、引き続き回収の進んでいない保有債権の回収戦

略を見直し、効果的な調査・接触と的確な対応を基本に、より一層の回収力の強化に取り組むととも

に、金融機関向け営業活動による新規債権の獲得を図ってまいります。 

次期の業績につきましては、売上高は 316 百万円と予想しておりますが、株式会社ジャスティス債

権回収の既存取扱債権について、同社の基準に基づき、取得から一定期間を経過することに伴う貸倒

引当金の計上を約 345 百万円見込んでいることなどにより、営業損失 431 百万円、経常損失 355 百万

円、当期純損失 358百万円となる見通しであります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、主にジャスティス債権回収の買取債権に対する貸倒引当金が 1,850

百万円増加したこと等の理由により、前連結会計年度末に比べ 1,995 百万円減少し、4,562 百万円とな

りました。 

負債は、短期借入金やその他債務について金銭債権（営業貸付金や短期貸付金等）による代物弁済

をおこなったこと等の理由により、前連結会計年度末に比べ 450 百万円減少し、1,626 百万円となり

ました。 

純資産は、1,552 百万円の当期純損失を計上したことなどにより、利益剰余金が 1,545 百万円減少し、

2,935 百万円となりました。 

  

② 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、88 百万円の支出となりました。これは主に税金等調整前当

期純損失が 1,554 百万円、貸倒引当金の増加額が 1,491 百万円、法人税等の支払額が 15 百万円あった

ことによるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、２百万円の支出となりました。これは主に無形固定資産の

取得による支出が３百万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、96 百万円の収入となりました。これは主に短期借入金の純

増によるものです。 

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５百万円

増加し、17 百万円となりました。 
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 

自己資本比率(％) 19.3 8.4 51.2 68.3 64.3 

時価ベースの自己資本比率 
(％) 

21.5 19.7 38.1 40.0 34.1 

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率(％) 

1.3 1.6 3.9 1.3 ― 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 

20.8 34.9 15.6 3.8 ― 

 (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算出しています。 

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。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要な政策として位置付けておりますが、当期・

次期の配当につきましては、当社グループを取り巻く経営環境や業績の状況等を総合的に勘案し、財

務体質の改善と将来の事業展開のために必要な内部留保を図っていくことが重要であると考えており、

誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。  
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２．企業集団の状況 
 

 当社グループは、当社及び子会社６社、関連会社１社により構成されており、㈱ジャスティス債権回

収が営む債権回収事業を主な事業内容としております。なお、㈱ＩＦが営むファクタリング事業は、現

在は事業を休止しており、既存の貸付債権について管理・回収を行っております。 

 当社グループの事業にかかる位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。 

 なお、平成 25 年３月 31 日現在、上記の中核事業に直接関連していないその他の子会社については、

グループ外からの収益を稼得していないため、セグメントとして区分しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (注) １ 当社は平成 25 年４月１日に㈱Ｔ・ＺＯＮＥストラテジィを吸収合併しております。 

  ２ ㈱Ⅰファクターは平成 24 年３月５日に解散決議をしております。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

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最大化を達成し、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。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社グループ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。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、引き続き経営資源を子会社である株式会社ジャスティス債権回収に集中し、グ

ループ全体において徹底したローコストオペレーションを進めてまいります。 

 当期においては、株式会社ジャスティス債権回収の貸倒引当金の積み増しなどにより、対前年比

で大幅な減収減益となりましたが、今後は新規債権の取得推進、経費の効率的支出の徹底などによ

り企業体質の強化を図ってまいります。 

 当社グループを取り巻く事業環境につきましては、依然として厳しい状況が続くものと予想され

ますが、株式会社ジャスティス債権回収の債権買取などにより売上・利益の拡大を図る一方で、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、安定的且つ持続可能な成長

の実現を目指してまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループの目的は、「株式会社ＭＡＧねっとホールディングス」と各子会社双方の話し合い

により策定した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

プとしての規模の拡大と、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。株式会社ジャ

スティス債権回収においては債権買取を進めており、より一層の買取を進めることで利益率を向上

させ、キャッシュフローの獲得による経営の安定化を図ることが出来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。 
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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24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 11 17 
  受取手形及び売掛金 13 12 
  営業貸付金 2,874 1,004 
  買取債権 5,332 5,258 
  未収入金 797 2,515 
  未収収益 444 159 
  短期貸付金 893 656 
  その他 88 64 
  貸倒引当金 △4,035 △5,307 
  流動資産合計 6,421 4,381 

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 16 15 
    減価償却累計額 △6 △6 
    建物及び構築物（純額） 10 8 

   土地 17 17 
   その他 64 70 
    減価償却累計額 △60 △65 
    その他（純額） 4 5 

   有形固定資産合計 32 31 

  無形固定資産   
   ソフトウエア 28 15 
   その他 0 0 
   無形固定資産合計 28 16 

  投資その他の資産   
   投資有価証券 ※2 15 ※2 73 
   破産更生債権等 336 385 
   その他 ※1 86 ※1 87 
   貸倒引当金 △363 △413 
   投資その他の資産合計 75 132 

  固定資産合計 137 180 

 資産合計 6,558 4,562 
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(単位：百万円) 

   
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  短期借入金 229 94 
  未払金 490 490 
  未払法人税等 32 22 
  預り金 10 10 
  債務保証損失引当金 1,103 900 
  その他 149 44 
  流動負債合計 2,015 1,563 

 固定負債   
  その他 61 63 
  固定負債合計 61 63 

 負債合計 2,077 1,626 

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 7,609 7,609 
  利益剰余金 △3,127 △4,673 
  自己株式 △0 △0 
  株主資本合計 4,481 2,935 

 純資産合計 4,481 2,935 

負債純資産合計 6,558 4,562 
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（２）連結損益及び包括利益計算書 

(単位：百万円) 

  前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

売上高 566 336 

売上原価 1 － 

売上総利益 565 336 

販売費及び一般管理費 ※1 772 ※1 2,349 

営業損失（△） △207 △2,012 

営業外収益   
 受取利息 31 41 
 受取手数料 48 59 
 貸倒引当金戻入額 － 373 
 匿名組合投資利益 115 － 
 雑収入 23 15 
 営業外収益合計 219 489 

営業外費用   
 支払利息 92 5 
 支払手数料 7 7 
 貸倒引当金繰入額 － 11 
 雑損失 5 7 
 営業外費用合計 105 31 

経常損失（△） △93 △1,554 

特別利益   
 債務免除益 950 － 
 特別利益合計 950 － 

特別損失   
 固定資産処分損 2 0 
 現物配当に伴う交換損失 84 － 
 債権譲渡損 336 － 
 その他 6 － 
 特別損失合計 430 0 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△） 

426 △1,554 

法人税、住民税及び事業税 24 14 

過年度法人税等戻入額 － △16 

法人税等合計 24 △1 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△） 

401 △1,552 

当期純利益又は当期純損失（△） 401 △1,552 

包括利益 401 △1,552 

（内訳）   
 親会社株主に係る包括利益 401 △1,552 
 少数株主に係る包括利益 － － 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   
 資本金   
  当期首残高 7,609 7,609 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 7,609 7,609 

 利益剰余金   
  当期首残高 △3,529 △3,127 
  当期変動額   
   当期純利益又は当期純損失（△） 401 △1,552 
   自己株式の処分 △0 － 
   連結範囲の変動 － 7 
   当期変動額合計 401 △1,545 

  当期末残高 △3,127 △4,673 

 自己株式   
  当期首残高 △0 △0 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △0 △0 
   自己株式の処分 0 － 
   当期変動額合計 0 △0 

  当期末残高 △0 △0 

 株主資本合計   
  当期首残高 4,079 4,481 
  当期変動額   
   当期純利益又は当期純損失（△） 401 △1,552 
   自己株式の取得 △0 △0 
   自己株式の処分 0 － 
   連結範囲の変動 － 7 
   当期変動額合計 401 △1,545 

  当期末残高 4,481 2,935 

純資産合計   
 当期首残高 4,079 4,481 
 当期変動額   
  当期純利益又は当期純損失（△） 401 △1,552 
  自己株式の取得 △0 △0 
  自己株式の処分 0 － 
  連結範囲の変動 － 7 
  当期変動額合計 401 △1,545 

 当期末残高 4,481 2,935 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25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利益又は税金等調整前当期

純損失（△） 
426 △1,554 

 減価償却費 30 23 
 貸倒引当金の増減額（△は減少） 219 1,491 
 受取利息及び受取配当金 △31 △41 
 支払利息 92 5 
 現物配当に伴う交換損失 84 － 
 匿名組合投資損益（△は益） △115 － 
 固定資産処分損益（△は益） 2 0 
 債務免除益 △950 － 
 債権譲渡損 336 － 
 買取債権の増減額（△は増加） 86 66 
 売上債権の増減額（△は増加） △0 △4 
 営業貸付金の増減額（△は増加） 54 － 
 差入保証金の増減額（△は増加） 9 4 
 未収収益の増減額（△は増加） △85 △26 
 仕入債務の増減額（△は減少） △2 － 
 未払金の増減額（△は減少） △29 △42 
 その他 103 5 
 小計 231 △72 

 利息及び配当金の受取額 0 0 
 利息の支払額 △45 △0 
 法人税等の支払額 △13 △15 
 営業活動によるキャッシュ・フロー 172 △88 

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 － △0 
 無形固定資産の取得による支出 △1 △3 
 貸付金の回収による収入 6 － 
 敷金及び保証金の差入による支出 △0 △0 
 敷金及び保証金の回収による収入 11 1 
 匿名組合出資金の払戻による収入 212 － 
 投資活動によるキャッシュ・フロー 228 △2 

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 119 156 
 短期借入金の返済による支出 △415 △59 
 長期借入金の返済による支出 △132 － 
 その他 △0 △0 
 財務活動によるキャッシュ・フロー △427 96 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27 6 

現金及び現金同等物の期首残高 38 11 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △0 

現金及び現金同等物の期末残高 11 17 
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（５）連結財務諸表に関する注記事項 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

  

(連結貸借対照表関係) 

※１ 

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

投資不動産の減価償却累計額 3百万円 3百万円 

  

※２ 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。  

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

投資有価証券（株式） 15百万円 73百万円 

  

  ３ 保証債務  

連結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。  

 
前連結会計年度 

(平成24年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成25年３月31日) 

マルマン㈱ 377百万円 257百万円 

㈱ＶＥＳＴＡ 75 75 

計 453 333 

  

 (連結損益及び包括利益計算書関係) 

※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。  

 
前連結会計年度 

(自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日) 

給料手当 161百万円 167百万円 

支払手数料 149 143 

貸倒引当金繰入額 231 1,853 

租税公課 46 41 
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 (金融商品関係) 

１．金融商品の状況に関する事項 

  (１) 金融商品に対する取組方針 

当社グループは、連結子会社において債権回収事業などの金融サービス事業を行っておりま

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、主に関連当事者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、営業債権である営業貸付金、買取債権であります。 

 営業貸付金は、過去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。 

 債権回収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。 

 また、当期の連結決算日現在における未収入金は、主に関連当事者への債権譲渡によるもの

であります。 

 これらの金融資産は、顧客及び取引先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。 

  

  (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。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

前連結会計年度(自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 年３月 31 日) 

平成 24 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） 

 
連結貸借対照表 

計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

（1）現金及び預金 11 11 ― 

（2）受取手形及び売掛金 13 13 ― 

（3）営業貸付金 2,874   

   貸倒引当金 △880   

 1,993 1,993 ― 

（4）買取債権 5,332   

   貸倒引当金 △2,743   

 2,588 2,588 ― 

（5）未収入金 797   

   貸倒引当金 △133   

 663 663 ― 

（6）未収収益 444   

   貸倒引当金 △58   

 386 386 ― 

（7）短期貸付金 893   

   貸倒引当金 △213   

 680 680 ― 

（8）破産更生債権等 336   

   貸倒引当金 △336   

 0 0 ― 

資産計 6,338 6,338 ― 

（1）短期借入金 229 229 ― 

（2）未払金 490 490 ― 

負債計 719 719 ― 

（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）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。 

  （5）未収入金、（6）未収収益、（7）短期貸付金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額と近似し

ていることから、当該価額をもって時価としております。 
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  （8）破産更生債権等 

破産更生債権等については、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。 

  負 債 

  （1）短期借入金、（2）未払金 

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。 

 

（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 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 15 

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表には含めておりません。 

 

（注 3）金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

 1年以内（百万円） 

現金及び預金 11 

受取手形及び売掛金 13 

未収入金 797 

未収収益 444 

短期貸付金 893 

合計 2,161 

営業貸付金、買取債権及び破産更生債権等については、償還予定額が見込めないため、上記の表には含めてお

りません。 
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当連結会計年度(自 平成 24 年４月１日 至 平成 25 年３月 31 日) 

平成 25 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） 

 
連結貸借対照表 

計上額 
（百万円） 

時価 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

（1）現金及び預金 17 17 ― 

（2）受取手形及び売掛金 12 12 ― 

（3）営業貸付金 1,004   

   貸倒引当金 △579   

 425 425 ― 

（4）買取債権 5,258   

   貸倒引当金 △4,589   

 668 668 ― 

（5）未収入金 2,515 2,515 ― 

（6）未収収益 159   

   貸倒引当金 △16   

 143 143 ― 

（7）短期貸付金 656   

   貸倒引当金 △117   

 539 539 ― 

（8）破産更生債権等 385   

   貸倒引当金 △385   

 0 0 ― 

資産計 4,321 4,321 ― 

（1）短期借入金 94 94 ― 

（2）未払金 490 490 ― 

負債計 585 585 ― 

（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、（5）未収入金 

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）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）未収収益、（7）短期貸付金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額から貸倒見積高を控除した金額と近似し

ていることから、当該価額をもって時価としております。 

  （8）破産更生債権等 

破産更生債権等については、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。 
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  負 債 

  （1）短期借入金、（2）未払金 

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。 

 

（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 

区分 連結貸借対照表計上額（百万円） 

非上場株式 73 

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上記の表には含めておりません。 

 

（注 3）金銭債権の連結決算日後の償還予定額 

 1年以内（百万円） 

現金及び預金 17 

受取手形及び売掛金 12 

未収入金 2,515 

未収収益 159 

短期貸付金 656 

合計 3,361 

営業貸付金、買取債権及び破産更生債権等については、償還予定額が見込めないため、上記の表には含めてお

りません。 

 

(セグメント情報等) 

(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、「債権回収事業」及び「ファクタリング事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「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なっております。「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なっておりますが、現在は事業を休止しており、既存の貸

付債権について管理・回収を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は営業損失の数値であります。 
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成 23 年４月１日  至  平成 24 年３月 31 日) 

  (単位：百万円) 

 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結 
財務諸表 
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 480 85 565 0 566 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 480 85 565 0 566 

セグメント利益又は損失(△) △105 65 △40 △166 △207 

セグメント資産 4,001 2,846 6,848 △290 6,558 

その他の項目      

  減価償却費 23 0 23 7 30 

  貸倒引当金繰入額 222 ― 222 8 231 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

― ― ― 1 1 

(注)１. 調整額は以下のとおりです。 

(1) セグメント利益又は損失の調整額△166 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) セグメント資産の調整額△290 百万円には、セグメント間の債権の相殺消去等△1,311 百
万円、各報告セグメントに配分していない全社資産 1,021 百万円が含まれております。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない設備等
の投資額であります。 

    ２. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
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当連結会計年度(自  平成 24 年４月１日  至  平成 25 年３月 31 日) 

  (単位：百万円) 

 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

連結 
財務諸表 
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 304 31 335 0 336 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 304 31 335 0 336 

セグメント利益又は損失(△) △1,888 6 △1,881 △131 △2,012 

セグメント資産 2,128 999 3,127 1,434 4,562 

その他の項目      

  減価償却費 18 0 19 4 23 

  貸倒引当金繰入額 1,853 ― 1,853 ― 1,853 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

3 ― 3 0 3 

(注)１. 調整額は以下のとおりです。 

(1) セグメント利益又は損失の調整額△131 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) セグメント資産の調整額 1,434 百万円には、セグメント間の債権の相殺消去等△1,146 百
万円、各報告セグメントに配分していない全社資産 2,581 百万円が含まれております。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、報告セグメントに帰属しない設備等
の投資額であります。 

    ２. セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 
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 (１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり純資産額 230.33円 

１株当たり当期純利益 20.64円 
 

１株当たり純資産額 150.90円 

１株当たり当期純損失（△） △79.83円 
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。 

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。 

（注）１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万
円） 

401 △1,552 

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利益又は当期純損失
（△）（百万円） 401 △1,552 

期中平均株式数（千株） 19,454 19,454 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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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24年３月31日) 
当事業年度 

(平成25年３月31日) 

資産の部   
 流動資産   
  現金及び預金 1 1 
  売掛金 3 11 
  未収入金 746 2,198 
  短期貸付金 400 182 
  その他 60 7 
  貸倒引当金 △371 － 
  流動資産合計 840 2,400 

 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 12 12 
    減価償却累計額 △4 △6 
    建物（純額） 7 5 

   工具、器具及び備品 18 18 
    減価償却累計額 △13 △15 
    工具、器具及び備品（純額） 5 3 

   有形固定資産合計 12 9 

  無形固定資産   
   ソフトウエア 3 1 
   電話加入権 0 0 
   無形固定資産合計 3 1 

  投資その他の資産   
   関係会社株式 2,959 2,839 
   破産更生債権等 67 270 
   敷金及び保証金 1 1 
   その他 57 57 
   貸倒引当金 △94 △296 
   投資その他の資産合計 2,992 2,872 

  固定資産合計 3,008 2,883 

 資産合計 3,848 5,284 
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(単位：百万円) 

     
前事業年度 

(平成24年３月31日) 
当事業年度 

(平成25年３月31日) 

負債の部   
 流動負債   
  短期借入金 289 175 
  未払金 558 652 
  未払費用 148 44 
  未払法人税等 2 18 
  預り金 1 1 
  債務保証損失引当金 1,100 897 
  その他 0 6 
  流動負債合計 2,100 1,796 

 負債合計 2,100 1,796 

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 △5,860 △4,120 
   利益剰余金合計 △5,860 △4,120 

  自己株式 △0 △0 
  株主資本合計 1,748 3,488 

 純資産合計 1,748 3,488 

負債純資産合計 3,848 5,284 
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（２）損益計算書 
(単位：百万円) 

  前事業年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

営業収益   
 経営指導料 62 62 
 営業収益合計 62 62 

営業費用   
 一般管理費 220 194 
 営業費用合計 220 194 

営業損失（△） △158 △132 

営業外収益   
 受取利息 2 25 
 受取手数料 48 59 
 受取家賃 4 4 
 貸倒引当金戻入額 163 634 
 雑収入 0 6 
 営業外収益合計 219 729 

営業外費用   
 支払利息 41 7 
 支払手数料 7 7 
 雑損失 1 1 
 営業外費用合計 50 16 

経常利益 9 580 

特別利益   
 現物配当に伴う交換利益 22 1,269 
 特別利益合計 22 1,269 

特別損失   
 関係会社株式評価損 44 － 
 特別損失合計 44 － 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △12 1,850 

法人税、住民税及び事業税 △133 14 

過年度法人税等 － 96 

法人税等合計 △133 111 

当期純利益 121 1,739 
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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23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   
 資本金   
  当期首残高 7,609 7,609 
  当期変動額   
   当期変動額合計 － － 
  当期末残高 7,609 7,609 

 利益剰余金   
  その他利益剰余金   
   繰越利益剰余金   
    当期首残高 △5,982 △5,860 
    当期変動額   
     当期純利益 121 1,739 
     自己株式の処分 △0 － 
     当期変動額合計 121 1,739 

    当期末残高 △5,860 △4,120 

  利益剰余金合計   
   当期首残高 △5,982 △5,860 
   当期変動額   
    当期純利益 121 1,739 
    自己株式の処分 △0 － 
    当期変動額合計 121 1,739 

   当期末残高 △5,860 △4,120 

 自己株式   
  当期首残高 △0 △0 
  当期変動額   
   自己株式の取得 △0 △0 
   自己株式の処分 0 － 
   当期変動額合計 0 △0 

  当期末残高 △0 △0 

 株主資本合計   
  当期首残高 1,626 1,748 
  当期変動額   
   当期純利益 121 1,739 
   自己株式の取得 △0 △0 
   自己株式の処分 0 － 
   当期変動額合計 121 1,739 

  当期末残高 1,748 3,488 

純資産合計   
 当期首残高 1,626 1,748 
 当期変動額   
  当期純利益 121 1,739 
  自己株式の取得 △0 △0 
  自己株式の処分 0 － 
  当期変動額合計 121 1,739 

 当期末残高 1,748 3,488 

        

 
 


