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(訂正)「平成27年3月期決算短信［日本基準］(連結)」の一部訂正について 
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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。 
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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27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27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 ％ 

27年３月期 233 △20.9 △340 ― △2,711 ― △2,715 ― 

26年３月期 295 △7.6 △312 ― △231 ― △250 ― 
 

(注) 包括利益 27年３月期 △2,715 百万円 ( ― ％)  26年３月期 △301 百万円 ( ― ％) 
  

 
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 ％ ％ ％ 

27年３月期 △139.58 ― △212.8 △96.0 △145.9 

26年３月期 △12.59 ― △9.1 △5.2 △106.5 
 

(参考) 持分法投資損益 27年３月期 ― 百万円  26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 

27年３月期 1,578 △81 △5.2 △4.20 

26年３月期 4,071 2,633 64.7 135.38 
 

(参考) 自己資本 27年３月期 △81 百万円   26年３月期 2,633 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 

27年３月期 △58 34 △0 13 

26年３月期 △75 149 △53 37 

  

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 ％ ％ 

26年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ― 

27年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ― 

27年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00  ―  

  

３．平成28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28年3月31日） 

 平成28年3月期の業績予想につきましては、現時点で合理的な数値の算定ができないことから記載しておりません。な

お、当該理由等は、添付資料２ページの「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（次期の見

通しについて）」に記載の通りであります。 



 
※ 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) 27年３月期 19,455,339 株 26年３月期 19,455,339 株 

② 期末自己株式数 27年３月期 943 株 26年３月期 830 株 

③ 期中平均株式数 27年３月期 19,454,464 株 26年３月期 19,454,533 株 

  

(参考) 個別業績の概要 

１．平成27年３月期の個別業績（平成26年４月１日～平成27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 ％ 

27年３月期 55 △10.2 △143 ― △1,857 ― △3,544 ― 

26年３月期 62 0.0 △109 ― △57 ― △117 ― 
  

 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 

27年３月期 △182.17 ― 

26年３月期 △6.06 ― 

  

（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 

27年３月期 1,290 △173 △13.5 △8.93 

26年３月期 4,987 3,370 67.6 173.24 
 

(参考) 自己資本 27年３月期 △173 百万円  26年３月期 3,370 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、金融商品取

引法に基づく財務諸表の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、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。業績予想に関する

事項については、添付資料２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26年４月１日から平成27年３月31日まで）のわが国経済は、消費税増税に伴う駆け込み需要

の反動などで個人消費に弱さがみられたものの、政府の経済政策や日銀の金融緩和策の継続を背景に、緩やかな回復

基調が続きました。 

このような状況の下、当社グループは、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、債権入札時の価格競争の熾烈化に伴う仕入価格上昇や回収期間の長期化により買

取債権の収益性が低下している影響を受けて、経営環境は依然として厳しいまま推移いたしました。同事業を営む株

式会社ジャスティス債権回収では、金融機関以外の債権の新規買取や既存債権の１件当たり回収額の極大化、及び昨

年度から本格的に取扱いを開始した当社グループの関連当事者が保有する債権の回収請負を含めた受託業務の拡大に

注力し、キャッシュ・フローの確保に努めました。 

当連結会計年度における売上高は、債権回収事業の取扱高が減少したことにより、233百万円（前期比20.9％減）

となりました。 

損益面では、買取債権の貸倒引当金について148百万円の計上（前期は201百万円の計上）を行なったことなどによ

り、営業損失は340百万円（前期は312百万円の損失）となりました。また、平成27年４月23日付「業績予想の修正お

よび営業外費用の計上に関するお知らせ」で公表しました、当社及び当社の連結子会社２社が当社の関連当事者に対

して有する営業外債権について、貸倒引当金繰入額2,433百万円を営業外費用に計上した影響により、経常損失は

2,711百万円（前期は231百万円の損失）となり、当期純損失は2,715百万円（前期は250百万円の損失）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、金融機関から売却される債権の入札価格高騰による採算性の悪化で新規債権の

購入が低調に留まり、買取債権回収の売上が減少しました。このような状況を踏まえ株式会社ジャスティス債権

回収は、新たな収益基盤の確保に向け、法的倒産手続関連債権やリース・クレジット債権等の案件ソーシングチ

ャネルの多様化、法律事務所との協業による債権回収の効率化などに取り組んでまいりました。また、サービシ

ング業務の受託案件についても営業強化し、新規顧客層の開拓に注力しましたが、全体として苦戦を強いられま

した。 

当期の売上高は、229百万円（前期比19.5％減）となり、上述の貸倒引当金繰入額の計上等により、営業損失は

196百万円（前期は195百万円の損失）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、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、４百万円（前期比60.1％減）となり、貸倒引当金繰入額を16百万円計上したこともあり、営

業損失は27百万円（前期は６百万円の損失）となりました。 

  

(次期の見通しについて) 

当社グループでは、引き続きグループ全体で一般管理費等の削減等により徹底したローコスト経営に努めるととも

に、債権回収事業を営む株式会社ジャスティス債権回収では、従来の金融機関からの買取債権回収を主眼としたビジ

ネスモデルからの転換を基本方針として、自社の強みを活かし確実に収益を得ることが出来る得意分野を確立、発展

させ、差別化の要素を持ったビジネスモデルの構築を推進していく所存です。ただし、現段階においては、サービサ

ーマーケットの動向は依然として不透明感があり、合理的な予想数値の算定が困難であるため、業績予想の公表を差

し控えさせていただき、合理的な予想が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
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（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、前連結会計年度末に比べ2,493百万円減少し、1,578百万円となりました。主な要因

は、未収入金及び買取債権に係る貸倒引当金の増加によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ221百万円増加し、1,659百万円となりました。主な要因は、未払金の増加による

ものであります。 

純資産は、当期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ2,715百万円減少し、81百万円の債務超過となりま

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、58百万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2,711

百万円が計上された一方で、貸倒引当金の増加額2,597百万円、買取債権の減少額45百万円があったことなどによる

ものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、34百万円の収入となりました。これは主に貸付金の回収による収入34百万

円が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、０百万円の支出となりました。 

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24百万円減少し、13百万

円となりました。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 

自己資本比率(％) 46.4 64.0 63.9 64.7 △5.2 

時価ベースの自己資本比率 
(％) 

38.1 40.0 34.1 52.1 180.0 

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率(％) 

3.9 1.3 ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 

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、足元の業績不振により当期末において債務超過となりましたことから、財務体質の改善を最優先といた

したく、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 
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（４）事業等のリスク 

当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 

① 当社グループの事業内容について 

当社グループの主力事業は、現状において、当社の連結子会社である株式会社ジャスティス債権回収が行う債権

回収事業のみとなっております。よって、債権回収事業の損益が悪化した場合には、他事業の利益でカバーできず、

当社グループの業績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 買取債権の調達について 

債権回収事業を行う連結子会社の株式会社ジャスティス債権回収の事業領域であるサービサー市場においては、

金融機関の不良債権処理の減少や買取価格の高騰により、不良債権の供給環境は非常に厳しい状況下にあります。

買取債権は、当社グループの重要な営業収入源であり、当社グループは今後とも独自の回収・調査ノウハウと多種

多様な債権への幅広い対応力を活かし、取扱債権の確保に努める方針でありますが、予想を超えた急激な買取価格

の高騰等により新規債権の買取が計画通りに進まなかった場合には、機会損失の発生や債権回収の利益率の低下等、

当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 買取債権の信用リスクについて 

債権回収事業を行う連結子会社の株式会社ジャスティス債権回収が保有する個々の債権の内容、債務者の状況等

はさまざまであり、回収行為が長期に渡る為、その信用リスクに備えて、担当部署においてリスク管理規定による

チェック体制を設けており、貸倒引当金については、従来の貸倒実績や業界の一般的傾向等により一定の比率を乗

じて算出しております。 

当社グループとしましては、これまでに培った回収ノウハウを活かして、引き続き債権の極大回収を図ってまい

りますが、経済環境の変化や債務者の内部の変化に伴い、必ずしも債権の回収が計画通りにいかなくなる可能性が

あり、営業収益の減少や貸倒れコストの増加により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

④ 法的規制について 

株式会社ジャスティス債権回収の債権回収事業は、「債権管理回収業に関する特別措置法」（呼称：サービサー

法）に基づく認可を受けて事業を行っており同法の規制を受けております。今後、当該法的規制の新たな制定や改

廃等があった場合には、当社グループの事業展開、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 個人情報保護について 

当社グループは、債権回収事業等の事業の特性上、多くの個人（顧客）情報を取り扱っております。個人情報の

保護については、プライバシーポリシーに基づき社内体制の整備・強化に努めるとともに、継続的に社員教育を行

うなど十分留意しておりますが、万一個人情報の漏洩等が発生した場合には、その後の事業活動や業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

⑥ 上場廃止基準の抵触について 

当社グループは、当連結会計年度末において、81百万円の債務超過となっており、次期（平成28年３月期）連結

会計年度末までに債務超過の状態が解消されない場合は、上場廃止となる可能性があります。 
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（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、ここ数年債権回収事業の買取債権に係る貸倒引当金繰入額が損益面に強く影響する傾向にあり、

当連結会計年度において６期連続で営業損失及び経常損失を計上したほか、営業外債権（未収入金）に係る貸倒引当

金繰入額2,433百万円を計上したこと等により2,715百万円の当期純損失を計上した結果、当連結会計年度末において

81百万円の債務超過の状態となっております。また、営業キャッシュ・フローについても３期連続のマイナスとなっ

ております。こうした状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、

「３．経営方針（４）会社の対処すべき課題」に記載の当該状況を解消又は改善するための対応策を講じ、主力の債

権回収事業の収益体制の確立に取り組んでおり、資金面でも当面の運転資金の確保は問題ない見通しです。さらに、

当社グループの財務状況上やむを得ず必要な場合は、親会社である株式会社ファイからの当社に対する債権放棄等の

支援の内諾を得ており、これにより債務超過の解消は可能と考えております。従って、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

 

 

 

２．企業集団の状況 

 

 当社グループは、当社及び子会社４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27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。 
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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不確実・不安定な状態にあり、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、引き続き債権回収事業を行う子会社である株式会社ジャスティス債権回収に経営資源を集中し、

グループ全体において徹底したローコスト経営を進めてまいります。 

株式会社ジャスティス債権回収におきましては、自社の強みを活かし確実に収益を得ることが出来る得意分野を確

立、発展させ、差別化の要素を持ったビジネスモデルの構築を推進していくとともに、全社を挙げて更なる諸経費の

削減などにより企業体質の改善、経営の安定化を図ってまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、「１．経営成績・財政状態に関する分析（５）継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のと

おり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

この状況に対応すべく、当社グループでは、引き続きグループ全体で一般管理費の削減等により徹底したローコス

ト経営に努めるとともに、当社グループの主力事業である債権回収事業の収益力改善・効率化を図るため、従来の金

融機関からの買取債権回収を主眼としたビジネスモデルからの転換を基本方針として、以下の項目に重点的に取り組

み、着実に実行してまいります。 

① 取扱債権の多様化と収益構造の見直し 

新規債権の買い取りは、平成25年３月の中小企業金融円滑化法の終了を受けて、金融機関からサービサーに供給さ

れる債権が徐々に増加することが期待されましたが、金融当局のソフトランディング措置や受け皿制度も設けられて

いることから、不良債権市場は依然として横ばい又は縮小基調にあり、その結果、不良債権の買取価格が高騰してお

り収益環境が大幅に悪化しております。そのため、破産管財人債権、リース債権、地方貸金業者等の案件への買い取

り対象のシフトを進め、リスクの分散、または他社との差別化を図っていくためにもより競合先の少ない幅広い債権

を積極的に取り扱うことで新たな収益源の確保に努めます。 

一方、既存債権の回収についても、回収の進んでいない債権の現在の状態に応じた適切な回収戦略を設定し、債権

の選択と集中を行った上で、一人当たりの回収額を向上させるための人員の手当てや回収業務の効率化に寄与する業

務推進体制の整備を進めてまいります。 

② 新事業領域の開拓による収益源の創出 

サービサーの本来的な業務である債権の買取回収・受託回収だけでなく、培ってきたノウハウを活かし、付随業務

として家賃等の集金代行や、バックアップサービシング業務の拡大を進めます。また、現在行っている自治体への人

材派遣についても営業活動を展開し、新たな提携先の拡大を図ります。 

③ 外部戦力とのネットワーク拡大 

バルクセールにより一括購入した債権のなかには、権利関係の複雑な有担保債権、個人の無担保債権などが含まれ

ている場合もあり、それらの債権を効率的に回収していくには、外部戦力の利用が重要となるため、法律事務所等と

の連携体制を強化して、回収期間の短期化を図ります。 

 

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

 当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表

を作成する方針であります。 

 なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。 
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５．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26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 37 13 

  受取手形及び売掛金 18 6 

  営業貸付金 982 982 

  買取債権 5,197 5,151 

  未収入金 2,890 3,170 

  未収収益 104 103 

  短期貸付金 34 - 

  その他 69 20 

  貸倒引当金 △5,351 △7,932 

  流動資産合計 3,983 1,516 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 15 15 

    減価償却累計額 △8 △9 

    建物及び構築物（純額） 7 6 

   土地 17 17 

   その他 63 62 

    減価償却累計額 △60 △60 

    その他（純額） 2 1 

   有形固定資産合計 27 26 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 2 1 

   その他 0 0 

   無形固定資産合計 3 2 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 0 0 

   破産更生債権等 609 612 

   その他 85 77 

   貸倒引当金 △637 △656 

   投資その他の資産合計 57 32 

  固定資産合計 88 61 

 資産合計 4,071 1,578 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 16 16 

  未払金 333 598 

  未払法人税等 6 5 

  預り金 20 14 

  債務保証損失引当金 913 910 

  その他 38 17 

  流動負債合計 1,328 1,563 

 固定負債   

  長期未払金 109 96 

  固定負債合計 109 96 

 負債合計 1,437 1,659 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 7,609 7,609 

  利益剰余金 △4,975 △7,690 

  自己株式 △0 △0 

  株主資本合計 2,633 △81 

 純資産合計 2,633 △81 

負債純資産合計 4,071 1,578 
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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25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

売上高 295 233 

売上総利益 295 233 

販売費及び一般管理費 ※1 609 ※1 574 

営業損失（△） △314 △340 

営業外収益   

 受取利息 12 0 

 受取手数料 56 60 

 貸倒引当金戻入額 22 0 

 雑収入 13 13 

 営業外収益合計 103 75 

営業外費用   

 支払利息 4 3 

 支払手数料 6 6 

 貸倒引当金繰入額 - 2,433 

 雑損失 1 2 

 営業外費用合計 13 2,446 

経常損失（△） △223 △2,711 

特別利益   

 子会社清算益 4 - 

 特別利益合計 4 - 

特別損失   

 固定資産処分損 0 - 

 抱合せ株式消滅差損 4 - 

 債務保証損失引当金繰入額 75 - 

 特別損失合計 79 - 

税金等調整前当期純損失（△） △298 △2,711 

法人税、住民税及び事業税 2 3 

法人税等合計 2 3 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △301 △2,715 

当期純損失（△） △301 △2,715 

包括利益 △301 △2,715 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △301 △2,715 

 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 

  前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 7,609 △4,673 △0 2,935 2,935 

当期変動額      

当期純損失（△）  △301  △301 △301 

自己株式の取得   △0 △0 △0 

当期変動額合計 ― △301 △0 △301 △301 

当期末残高 7,609 △4,975 △0 2,633 2,633 

 

  当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 7,609 △4,975 △0 2,633 2,633 

当期変動額      

当期純損失（△）  △2,715  △2,715 △2,715 

自己株式の取得   △0 △0 △0 

当期変動額合計 ― △2,715 △0 △2,715 △2,715 

当期末残高 7,609 △7,690 △0 △81 △81 
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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25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27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（△） △247 △2,711 

 減価償却費 16 3 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 177 2,597 

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 75 - 

 受取利息 2 △0 

 支払利息 4 3 

 債権譲渡益 58 - 

 買取債権の増減額（△は増加） 56 45 

 売上債権の増減額（△は増加） △6 11 

 営業貸付金の増減額（△は増加） 22 - 

 差入保証金の増減額（△は増加） △9 18 

 未収入金の増減額（△は増加） 38 20 

 未収収益の増減額（△は増加） △10 △4 

 未払金の増減額（△は減少） △139 △45 

 預り金の増減額（△は減少） 14 △5 

 その他 13 3 

 小計 △56 △63 

 利息及び配当金の受取額 0 5 

 利息の支払額 △0 - 

 法人税等の支払額 △18 △0 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △75 △58 

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 

 貸付金の回収による収入 148 34 

 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 0 0 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 149 34 

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 18 - 

 短期借入金の返済による支出 △71 - 

 その他 △0 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △53 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19 △24 

現金及び現金同等物の期首残高 17 37 

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 

0 - 

現金及び現金同等物の期末残高 37 13 
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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25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

給料手当 134 百万円 133 百万円 

支払手数料 102  136  

貸倒引当金繰入額 199  164  

租税公課 31  33  

 

(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、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、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25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

平成26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 37 37 ― 

（2）受取手形及び売掛金 18 18 ― 

（3）営業貸付金 982   

   貸倒引当金 △557   

 425 425 ― 

（4）買取債権 5,197   

   貸倒引当金 △4,790   

 407 407 ― 

（5）未収入金 2,890 2,890 ― 

（6）未収収益 104 104 ― 

（7）短期貸付金 34 34 ― 

（8）破産更生債権等 609   

   貸倒引当金 △609   

 0 0 ― 

資産計 3,917 3,917 ― 

（1）短期借入金 16 16 ― 

（2）未払金 333 333 ― 

負債計 349 349 ― 

（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、（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。 

  （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。 



 ㈱ＭＡＧねっとホールディングス（８０７３）平成２７年３月期 決算短信 

―14― 

 
  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 0 

長期未払金 109 

非上場株式は、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。また、長期未払金は返済期日が未定であり、将来キャッシュ・フローを見積ることができず、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 37 

受取手形及び売掛金 18 

未収入金 2,890 

未収収益 104 

短期貸付金 34 

合計 3,084 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

平成27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 13 13 ― 

（2）受取手形及び売掛金 6 6 ― 

（3）営業貸付金 982   

   貸倒引当金 △557   

 425 425 ― 

（4）買取債権 5,151   

   貸倒引当金 △4,938   

 212 212 ― 

（5）未収入金 3,170   

   貸倒引当金 △2,433   

 737 737 ― 

（6）未収収益 103 103 ― 

（7）破産更生債権等 612   

   貸倒引当金 △612   

 0 0 ― 

資産計 1,499 1,499 ― 

（1）短期借入金 16 16 ― 

（2）未払金 598 598 ― 

負債計 614 614 ― 
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（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、（6）未収収益 

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 

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。 

  （7）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 0 

長期未払金 96 

非上場株式は、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。また、長期未払金は返済期日が未定であり、将来キャッシュ・フローを見積ることができず、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 13 

受取手形及び売掛金 6 

未収入金（※1） 737 

未収収益 103 

合計 861 

※1 貸倒懸念債権等、償還予定額が見込めない2,433百万円は含めておりません。 

※2 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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(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 

報告セグメントの損失は、営業損失の数値であります。 

 

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25年４月１日  至  平成26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 284 10 295 0 295 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 284 10 295 0 295 

セグメント損失(△) △195 △6 △201 △110 △312 

セグメント資産 1,908 923 2,832 1,239 4,071 

その他の項目      

  減価償却費 13 0 13 2 16 

  貸倒引当金繰入額 199 ― 199 ― 199 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

― ― ― ― ― 

(注)１. 調整額は以下のとおりです。 

(1) セグメント損失の調整額△110百万円には、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1,239百万円には、セグメント間の債権の相殺消去等△1,004百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社資産2,244百万円が含まれております。 

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

 



 ㈱ＭＡＧねっとホールディングス（８０７３）平成２７年３月期 決算短信 

―17― 

 
当連結会計年度(自  平成26年４月１日  至  平成27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 229 4 233 0 233 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 229 4 233 0 233 

セグメント損失(△) △196 △27 △224 △116 △340 

セグメント資産 1,176 661 1,837 △259 1,578 

その他の項目      

  減価償却費 0 0 0 2 3 

  貸倒引当金繰入額 148 16 164 ― 164 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

0 ― 0 ― 0 

(注)１. 調整額は以下のとおりです。 

(1) セグメント損失の調整額△116百万円には、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△259百万円には、セグメント間の債権の相殺消去等△471百万円、各報告セグメント

に配分していない全社資産211百万円が含まれております。 

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

 

 

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日) 

１株当たり純資産額 135.38円 

１株当たり当期純損失金額 12.89円 
 

１株当たり純資産額 △4.20円 

１株当たり当期純損失金額 139.58円 
 

(注)１. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在せず、また、１株当たり当期純損失金額で

あるため記載しておりません。 

    ２. １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日) 

当期純損失金額（百万円） 301 2,715 

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金額（百万円） 301 2,715 

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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６．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

 

           (単位：百万円) 
          

前事業年度 
(平成26年３月31日) 

当事業年度 
(平成27年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2 2 

  売掛金 11 17 

  未収入金 2,122 1,939 

  短期貸付金 34 - 

  その他 10 5 

  貸倒引当金 - △1,796 

  流動資産合計 2,180 168 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 4 4 

   工具、器具及び備品 2 1 

   有形固定資産合計 7 5 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 1 0 

   電話加入権 0 0 

   無形固定資産合計 1 0 

  投資その他の資産   

   関係会社株式 2,766 1,083 

   破産更生債権等 495 498 

   敷金及び保証金 1 1 

   その他 57 56 

   貸倒引当金 △521 △524 

   投資その他の資産合計 2,798 1,115 

  固定資産合計 2,806 1,122 

 資産合計 4,987 1,290 

 



 ㈱ＭＡＧねっとホールディングス（８０７３）平成２７年３月期 決算短信 

―19― 

 
           (単位：百万円) 
          

前事業年度 
(平成26年３月31日) 

当事業年度 
(平成27年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 152 37 

  未払金 481 448 

  未払費用 23 27 

  未払法人税等 1 2 

  預り金 1 1 

  債務保証損失引当金 910 907 

  流動負債合計 1,571 1,424 

 固定負債   

  関係会社事業損失引当金 - 1 

  その他 45 38 

  固定負債合計 45 39 

 負債合計 1,617 1,464 

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 △4,238 △7,782 

   利益剰余金合計 △4,238 △7,782 

  自己株式 △0 △0 

  株主資本合計 3,370 △173 

 純資産合計 3,370 △173 

負債純資産合計 4,987 1,290 
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（２）損益計算書 
           (単位：百万円) 
          前事業年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

営業収益   

 経営指導料 62 55 

 営業収益合計 62 55 

営業費用   

 一般管理費 171 199 

 営業費用合計 171 199 

営業損失（△） △109 △143 

営業外収益   

 受取利息 2 0 

 受取手数料 56 61 

 受取家賃 4 4 

 貸倒引当金戻入額 0 0 

 雑収入 0 2 

 営業外収益合計 64 68 

営業外費用   

 支払利息 4 4 

 支払手数料 6 6 

 貸倒引当金繰入額 - 1,770 

 雑損失 1 1 

 営業外費用合計 12 1,783 

経常損失（△） △57 △1,857 

特別利益   

 子会社清算益 4 - 

 特別利益合計 4 - 

特別損失   

 抱合せ株式消滅差損 4 - 

 子会社株式評価損 - 1,682 

 関係会社事業損失引当金繰入額 - 1 

 債務保証損失引当金繰入額 75 - 

 特別損失合計 79 1,683 

税引前当期純損失（△） △132 △3,541 

法人税、住民税及び事業税 △14 2 

法人税等合計 △14 2 

当期純損失（△） △117 △3,544 
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（３）株主資本等変動計算書 

  前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

(単位：百万円) 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 7,609 △4,120 △4,120 △0 3,488 3,488 

当期変動額       

当期純損失（△）  △117 △117  △117 △117 

自己株式の取得    △0 △0 △0 

当期変動額合計 ― △117 △117 △0 △117 △117 

当期末残高 7,609 △4,238 △4,238 △0 3,370 3,370 

 

  当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

(単位：百万円) 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 7,609 △4,238 △4,238 △0 3,370 3,370 

当期変動額       

当期純損失（△）  △3,544 △3,544  △3,544 △3,544 

自己株式の取得    △0 △0 △0 

当期変動額合計 ― △3,544 △3,544 △0 △3,544 △3,544 

当期末残高 7,609 △7,782 △7,782 △0 △173 △173 

 



 

 

 

(訂正前) 平成27年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 

 

平成27年5月20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 東 
 
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) 取締役業務部長 (氏名) 吉田 智大 (TEL) 03-5643-0620 
 
定時株主総会開催予定日 平成27年6月24日 有価証券報告書提出予定日 平成27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27年３月期の連結業績（平成26年４月１日～平成27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 ％ 

27年３月期 233 △20.9 △340 ― △2,711 ― △2,715 ― 

26年３月期 295 △12.2 △314 ― △223 ― △301 ― 
 

(注) 包括利益 27年３月期 △2,715 百万円 ( ― ％)  26年３月期 △301 百万円 ( ― ％) 
  

 
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 ％ ％ ％ 

27年３月期 △139.58 ― △212.8 △96.0 △145.9 

26年３月期 △15.51 ― △10.8 △5.2 △106.5 
 

(参考) 持分法投資損益 27年３月期 ― 百万円  26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 

27年３月期 1,578 △81 △5.2 △4.20 

26年３月期 4,071 2,633 64.7 135.38 
 

(参考) 自己資本 27年３月期 △81 百万円   26年３月期 2,633 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 

27年３月期 △58 34 △0 13 

26年３月期 △75 149 △53 37 

  

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 ％ ％ 

26年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ― 

27年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ― 

27年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00  ―  

  

３．平成28年3月期の連結業績予想（平成27年4月1日～平成28年3月31日） 

 平成28年3月期の業績予想につきましては、現時点で合理的な数値の算定ができないことから記載しておりません。な

お、当該理由等は、添付資料２ページの「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（次期の見

通しについて）」に記載の通りであります。 



 

 

 
※ 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) 27年３月期 19,455,339 株 26年３月期 19,455,339 株 

② 期末自己株式数 27年３月期 943 株 26年３月期 830 株 

③ 期中平均株式数 27年３月期 19,454,464 株 26年３月期 19,454,533 株 

  

(参考) 個別業績の概要 

１．平成27年３月期の個別業績（平成26年４月１日～平成27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 ％ 

27年３月期 55 △10.2 △143 ― △1,857 ― △3,544 ― 

26年３月期 62 0.0 △109 ― △57 ― △117 ― 
  

 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 

27年３月期 △182.17 ― 

26年３月期 △6.06 ― 

  

（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 

27年３月期 1,290 △173 △13.5 △8.93 

26年３月期 4,987 3,370 67.6 173.24 
 

(参考) 自己資本 27年３月期 △173 百万円  26年３月期 3,370 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、金融商品取

引法に基づく財務諸表の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、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。業績予想に関する

事項については、添付資料２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26年４月１日から平成27年３月31日まで）のわが国経済は、消費税増税に伴う駆け込み需要

の反動などで個人消費に弱さがみられたものの、政府の経済政策や日銀の金融緩和策の継続を背景に、緩やかな回復

基調が続きました。 

このような状況の下、当社グループは、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、債権入札時の価格競争の熾烈化に伴う仕入価格上昇や回収期間の長期化により買

取債権の収益性が低下している影響を受けて、経営環境は依然として厳しいまま推移いたしました。同事業を営む株

式会社ジャスティス債権回収では、金融機関以外の債権の新規買取や既存債権の１件当たり回収額の極大化、及び昨

年度から本格的に取扱いを開始した当社グループの関連当事者が保有する債権の回収請負を含めた受託業務の拡大に

注力し、キャッシュ・フローの確保に努めました。 

当連結会計年度における売上高は、債権回収事業の取扱高が減少したことにより、233百万円（前期比20.9％減）

となりました。 

損益面では、買取債権の貸倒引当金について148百万円の計上（前期は201百万円の計上）を行なったことなどによ

り、営業損失は340百万円（前期は314百万円の損失）となりました。また、平成27年４月23日付「業績予想の修正お

よび営業外費用の計上に関するお知らせ」で公表しました、当社及び当社の連結子会社２社が当社の関連当事者に対

して有する営業外債権について、貸倒引当金繰入額2,433百万円を営業外費用に計上した影響により、経常損失は

2,711百万円（前期は223百万円の損失）となり、当期純損失は2,715百万円（前期は301百万円の損失）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、金融機関から売却される債権の入札価格高騰による採算性の悪化で新規債権の

購入が低調に留まり、買取債権回収の売上が減少しました。このような状況を踏まえ株式会社ジャスティス債権

回収は、新たな収益基盤の確保に向け、法的倒産手続関連債権やリース・クレジット債権等の案件ソーシングチ

ャネルの多様化、法律事務所との協業による債権回収の効率化などに取り組んでまいりました。また、サービシ

ング業務の受託案件についても営業強化し、新規顧客層の開拓に注力しましたが、全体として苦戦を強いられま

した。 

当期の売上高は、229百万円（前期比19.5％減）となり、上述の貸倒引当金繰入額の計上等により、営業損失は

196百万円（前期は197百万円の損失）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、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、４百万円（前期比60.1％減）となり、貸倒引当金繰入額を16百万円計上したこともあり、営

業損失は27百万円（前期は６百万円の損失）となりました。 

  

(次期の見通しについて) 

当社グループでは、引き続きグループ全体で一般管理費等の削減等により徹底したローコスト経営に努めるととも

に、債権回収事業を営む株式会社ジャスティス債権回収では、従来の金融機関からの買取債権回収を主眼としたビジ

ネスモデルからの転換を基本方針として、自社の強みを活かし確実に収益を得ることが出来る得意分野を確立、発展

させ、差別化の要素を持ったビジネスモデルの構築を推進していく所存です。ただし、現段階においては、サービサ

ーマーケットの動向は依然として不透明感があり、合理的な予想数値の算定が困難であるため、業績予想の公表を差

し控えさせていただき、合理的な予想が可能となった時点で速やかに開示いたします。 
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（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、前連結会計年度末に比べ2,493百万円減少し、1,578百万円となりました。主な要因

は、未収入金及び買取債権に係る貸倒引当金の増加によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ221百万円増加し、1,659百万円となりました。主な要因は、未払金の増加による

ものであります。 

純資産は、当期純損失の計上により、前連結会計年度末に比べ2,715百万円減少し、81百万円の債務超過となりま

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、58百万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2,711

百万円が計上された一方で、貸倒引当金の増加額2,597百万円、買取債権の減少額45百万円があったことなどによる

ものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、34百万円の収入となりました。これは主に貸付金の回収による収入34百万

円が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、０百万円の支出となりました。 

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24百万円減少し、13百万

円となりました。 

  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期 平成26年３月期 平成27年３月期 

自己資本比率(％) 51.2 68.3 64.3 64.7 △5.2 

時価ベースの自己資本比率 
(％) 

38.1 40.0 34.1 52.1 180.0 

キャッシュ・フロー対 
有利子負債比率(％) 

3.9 1.3 ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 

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、足元の業績不振により当期末において債務超過となりましたことから、財務体質の改善を最優先といた

したく、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 
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（４）事業等のリスク 

当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 

① 当社グループの事業内容について 

当社グループの主力事業は、現状において、当社の連結子会社である株式会社ジャスティス債権回収が行う債権

回収事業のみとなっております。よって、債権回収事業の損益が悪化した場合には、他事業の利益でカバーできず、

当社グループの業績及び財政状態に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 

② 買取債権の調達について 

債権回収事業を行う連結子会社の株式会社ジャスティス債権回収の事業領域であるサービサー市場においては、

金融機関の不良債権処理の減少や買取価格の高騰により、不良債権の供給環境は非常に厳しい状況下にあります。

買取債権は、当社グループの重要な営業収入源であり、当社グループは今後とも独自の回収・調査ノウハウと多種

多様な債権への幅広い対応力を活かし、取扱債権の確保に努める方針でありますが、予想を超えた急激な買取価格

の高騰等により新規債権の買取が計画通りに進まなかった場合には、機会損失の発生や債権回収の利益率の低下等、

当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 買取債権の信用リスクについて 

債権回収事業を行う連結子会社の株式会社ジャスティス債権回収が保有する個々の債権の内容、債務者の状況等

はさまざまであり、回収行為が長期に渡る為、その信用リスクに備えて、担当部署においてリスク管理規定による

チェック体制を設けており、貸倒引当金については、従来の貸倒実績や業界の一般的傾向等により一定の比率を乗

じて算出しております。 

当社グループとしましては、これまでに培った回収ノウハウを活かして、引き続き債権の極大回収を図ってまい

りますが、経済環境の変化や債務者の内部の変化に伴い、必ずしも債権の回収が計画通りにいかなくなる可能性が

あり、営業収益の減少や貸倒れコストの増加により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 

④ 法的規制について 

株式会社ジャスティス債権回収の債権回収事業は、「債権管理回収業に関する特別措置法」（呼称：サービサー

法）に基づく認可を受けて事業を行っており同法の規制を受けております。今後、当該法的規制の新たな制定や改

廃等があった場合には、当社グループの事業展開、業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑤ 個人情報保護について 

当社グループは、債権回収事業等の事業の特性上、多くの個人（顧客）情報を取り扱っております。個人情報の

保護については、プライバシーポリシーに基づき社内体制の整備・強化に努めるとともに、継続的に社員教育を行

うなど十分留意しておりますが、万一個人情報の漏洩等が発生した場合には、その後の事業活動や業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

 

⑥ 上場廃止基準の抵触について 

当社グループは、当連結会計年度末において、81百万円の債務超過となっており、次期（平成28年３月期）連結

会計年度末までに債務超過の状態が解消されない場合は、上場廃止となる可能性があります。 
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（５）継続企業の前提に関する重要事象等 

当社グループは、ここ数年債権回収事業の買取債権に係る貸倒引当金繰入額が損益面に強く影響する傾向にあり、

当連結会計年度において６期連続で営業損失及び経常損失を計上したほか、営業外債権（未収入金）に係る貸倒引当

金繰入額2,433百万円を計上したこと等により2,715百万円の当期純損失を計上した結果、当連結会計年度末において

81百万円の債務超過の状態となっております。また、営業キャッシュ・フローについても３期連続のマイナスとなっ

ております。こうした状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりますが、

「３．経営方針（４）会社の対処すべき課題」に記載の当該状況を解消又は改善するための対応策を講じ、主力の債

権回収事業の収益体制の確立に取り組んでおり、資金面でも当面の運転資金の確保は問題ない見通しです。さらに、

当社グループの財務状況上やむを得ず必要な場合は、親会社である株式会社ファイからの当社に対する債権放棄等の

支援の内諾を得ており、これにより債務超過の解消は可能と考えております。従って、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

 

 

 

２．企業集団の状況 

 

 当社グループは、当社及び子会社４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27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。 
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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不確実・不安定な状態にあり、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、引き続き債権回収事業を行う子会社である株式会社ジャスティス債権回収に経営資源を集中し、

グループ全体において徹底したローコスト経営を進めてまいります。 

株式会社ジャスティス債権回収におきましては、自社の強みを活かし確実に収益を得ることが出来る得意分野を確

立、発展させ、差別化の要素を持ったビジネスモデルの構築を推進していくとともに、全社を挙げて更なる諸経費の

削減などにより企業体質の改善、経営の安定化を図ってまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、「１．経営成績・財政状態に関する分析（５）継続企業の前提に関する重要事象等」に記載のと

おり、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

この状況に対応すべく、当社グループでは、引き続きグループ全体で一般管理費の削減等により徹底したローコス

ト経営に努めるとともに、当社グループの主力事業である債権回収事業の収益力改善・効率化を図るため、従来の金

融機関からの買取債権回収を主眼としたビジネスモデルからの転換を基本方針として、以下の項目に重点的に取り組

み、着実に実行してまいります。 

① 取扱債権の多様化と収益構造の見直し 

新規債権の買い取りは、平成25年３月の中小企業金融円滑化法の終了を受けて、金融機関からサービサーに供給さ

れる債権が徐々に増加することが期待されましたが、金融当局のソフトランディング措置や受け皿制度も設けられて

いることから、不良債権市場は依然として横ばい又は縮小基調にあり、その結果、不良債権の買取価格が高騰してお

り収益環境が大幅に悪化しております。そのため、破産管財人債権、リース債権、地方貸金業者等の案件への買い取

り対象のシフトを進め、リスクの分散、または他社との差別化を図っていくためにもより競合先の少ない幅広い債権

を積極的に取り扱うことで新たな収益源の確保に努めます。 

一方、既存債権の回収についても、回収の進んでいない債権の現在の状態に応じた適切な回収戦略を設定し、債権

の選択と集中を行った上で、一人当たりの回収額を向上させるための人員の手当てや回収業務の効率化に寄与する業

務推進体制の整備を進めてまいります。 

② 新事業領域の開拓による収益源の創出 

サービサーの本来的な業務である債権の買取回収・受託回収だけでなく、培ってきたノウハウを活かし、付随業務

として家賃等の集金代行や、バックアップサービシング業務の拡大を進めます。また、現在行っている自治体への人

材派遣についても営業活動を展開し、新たな提携先の拡大を図ります。 

③ 外部戦力とのネットワーク拡大 

バルクセールにより一括購入した債権のなかには、権利関係の複雑な有担保債権、個人の無担保債権などが含まれ

ている場合もあり、それらの債権を効率的に回収していくには、外部戦力の利用が重要となるため、法律事務所等と

の連携体制を強化して、回収期間の短期化を図ります。 

 

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

 当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財務諸表

を作成する方針であります。 

 なお、ＩＦＲＳの適用につきましては、国内外の諸情勢を考慮の上、適切に対応していく方針であります。 
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５．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26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 37 13 

  受取手形及び売掛金 18 6 

  営業貸付金 982 982 

  買取債権 5,197 5,151 

  未収入金 2,890 3,170 

  未収収益 104 103 

  短期貸付金 34 - 

  その他 69 20 

  貸倒引当金 △5,351 △7,932 

  流動資産合計 3,983 1,516 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物 15 15 

    減価償却累計額 △8 △9 

    建物及び構築物（純額） 7 6 

   土地 17 17 

   その他 63 62 

    減価償却累計額 △60 △60 

    その他（純額） 2 1 

   有形固定資産合計 27 26 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 2 1 

   その他 0 0 

   無形固定資産合計 3 2 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 0 0 

   破産更生債権等 609 612 

   その他 85 77 

   貸倒引当金 △637 △656 

   投資その他の資産合計 57 32 

  固定資産合計 88 61 

 資産合計 4,071 1,578 
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           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成27年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 16 16 

  未払金 333 598 

  未払法人税等 6 5 

  預り金 20 14 

  債務保証損失引当金 913 910 

  その他 38 17 

  流動負債合計 1,328 1,563 

 固定負債   

  長期未払金 109 96 

  固定負債合計 109 96 

 負債合計 1,437 1,659 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 7,609 7,609 

  利益剰余金 △4,975 △7,690 

  自己株式 △0 △0 

  株主資本合計 2,633 △81 

 純資産合計 2,633 △81 

負債純資産合計 4,071 1,578 
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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25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

売上高 295 233 

売上総利益 295 233 

販売費及び一般管理費 ※1 609 ※1 574 

営業損失（△） △314 △340 

営業外収益   

 受取利息 12 0 

 受取手数料 56 60 

 貸倒引当金戻入額 22 0 

 雑収入 13 13 

 営業外収益合計 103 75 

営業外費用   

 支払利息 4 3 

 支払手数料 6 6 

 貸倒引当金繰入額 - 2,433 

 雑損失 1 2 

 営業外費用合計 13 2,446 

経常損失（△） △223 △2,711 

特別利益   

 子会社清算益 4 - 

 特別利益合計 4 - 

特別損失   

 固定資産処分損 0 - 

 抱合せ株式消滅差損 4 - 

 債務保証損失引当金繰入額 75 - 

 特別損失合計 79 - 

税金等調整前当期純損失（△） △298 △2,711 

法人税、住民税及び事業税 2 3 

法人税等合計 2 3 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △301 △2,715 

当期純損失（△） △301 △2,715 

包括利益 △301 △2,715 

（内訳）   

 親会社株主に係る包括利益 △301 △2,715 

 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 

  前連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 7,609 △4,673 △0 2,935 2,935 

当期変動額      

当期純損失（△）  △301  △301 △301 

自己株式の取得   △0 △0 △0 

当期変動額合計 ― △301 △0 △301 △301 

当期末残高 7,609 △4,975 △0 2,633 2,633 

 

  当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

(単位：百万円) 

 
株主資本 

純資産合計 
資本金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

当期首残高 7,609 △4,975 △0 2,633 2,633 

当期変動額      

当期純損失（△）  △2,715  △2,715 △2,715 

自己株式の取得   △0 △0 △0 

当期変動額合計 ― △2,715 △0 △2,715 △2,715 

当期末残高 7,609 △7,690 △0 △81 △81 
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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25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27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（△） △298 △2,711 

 減価償却費 16 3 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 178 2,597 

 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 75 - 

 受取利息 △12 △0 

 支払利息 4 3 

 買取債権の増減額（△は増加） 56 45 

 売上債権の増減額（△は増加） △6 11 

 営業貸付金の増減額（△は増加） 22 - 

 差入保証金の増減額（△は増加） △9 18 

 未収入金の増減額（△は増加） 38 20 

 未収収益の増減額（△は増加） △10 △4 

 未払金の増減額（△は減少） △139 △45 

 預り金の増減額（△は減少） 14 △5 

 その他 13 3 

 小計 △56 △63 

 利息及び配当金の受取額 0 5 

 利息の支払額 △0 - 

 法人税等の支払額 △18 △0 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △75 △58 

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 

 貸付金の回収による収入 148 34 

 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 0 0 

 投資活動によるキャッシュ・フロー 149 34 

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 18 - 

 短期借入金の返済による支出 △71 - 

 その他 △0 △0 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △53 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19 △24 

現金及び現金同等物の期首残高 17 37 

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 

0 - 

現金及び現金同等物の期末残高 37 13 
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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25年４月１日 
至  平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自  平成26年４月１日 
至  平成27年３月31日) 

給料手当 134 百万円 133 百万円 

支払手数料 102  136  

貸倒引当金繰入額 201  164  

租税公課 31  33  

 

(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、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、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25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

平成26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 37 37 ― 

（2）受取手形及び売掛金 18 18 ― 

（3）営業貸付金 982   

   貸倒引当金 △557   

 425 425 ― 

（4）買取債権 5,197   

   貸倒引当金 △4,790   

 407 407 ― 

（5）未収入金 2,890 2,890 ― 

（6）未収収益 104 104 ― 

（7）短期貸付金 34 34 ― 

（8）破産更生債権等 609   

   貸倒引当金 △609   

 0 0 ― 

資産計 3,917 3,917 ― 

（1）短期借入金 16 16 ― 

（2）未払金 333 333 ― 

負債計 349 349 ― 

（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、（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。 

  （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 0 

長期未払金 109 

非上場株式は、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。また、長期未払金は返済期日が未定であり、将来キャッシュ・フローを見積ることができず、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 37 

受取手形及び売掛金 18 

未収入金 2,890 

未収収益 104 

短期貸付金 34 

合計 3,084 

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。 

 

当連結会計年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

平成27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 13 13 ― 

（2）受取手形及び売掛金 6 6 ― 

（3）営業貸付金 982   

   貸倒引当金 △557   

 425 425 ― 

（4）買取債権 5,151   

   貸倒引当金 △4,938   

 212 212 ― 

（5）未収入金 3,170   

   貸倒引当金 △2,433   

 737 737 ― 

（6）未収収益 103 103 ― 

（7）破産更生債権等 612   

   貸倒引当金 △612   

 0 0 ― 

資産計 1,499 1,499 ― 

（1）短期借入金 16 16 ― 

（2）未払金 598 598 ― 

負債計 614 614 ― 
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（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、（6）未収収益 

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 

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。 

  （7）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 0 

長期未払金 96 

非上場株式は、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。また、長期未払金は返済期日が未定であり、将来キャッシュ・フローを見積ることができず、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 13 

受取手形及び売掛金 6 

未収入金（※1） 737 

未収収益 103 

合計 861 

※1 貸倒懸念債権等、償還予定額が見込めない2,433百万円は含めておりません。 

※2 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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(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 

報告セグメントの損失は、営業損失の数値であります。 

 

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25年４月１日  至  平成26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 284 10 295 0 295 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 284 10 295 0 295 

セグメント損失(△) △197 △6 △203 △110 △314 

セグメント資産 1,908 923 2,832 1,239 4,071 

その他の項目      

  減価償却費 13 0 13 2 16 

  貸倒引当金繰入額 201 ― 201 ― 201 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

― ― ― ― ― 

(注)１. 調整額は以下のとおりです。 

(1) セグメント損失の調整額△110百万円には、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1,239百万円には、セグメント間の債権の相殺消去等△1,004百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社資産2,244百万円が含まれております。 

    ２. セグメント損失は、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26年４月１日  至  平成27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 229 4 233 0 233 

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高 

― ― ― ― ― 

計 229 4 233 0 233 

セグメント損失(△) △196 △27 △224 △116 △340 

セグメント資産 1,176 661 1,837 △259 1,578 

その他の項目      

  減価償却費 0 0 0 2 3 

  貸倒引当金繰入額 148 16 164 ― 164 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

0 ― 0 ― 0 

(注)１. 調整額は以下のとおりです。 

(1) セグメント損失の調整額△116百万円には、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△259百万円には、セグメント間の債権の相殺消去等△471百万円、各報告セグメント

に配分していない全社資産211百万円が含まれております。 

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

 

 

(１株当たり情報) 

前連結会計年度 
(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日) 

１株当たり純資産額 135.38円 

１株当たり当期純損失金額 15.51円 
 

１株当たり純資産額 △4.20円 

１株当たり当期純損失金額 139.58円 
 

(注)１. 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在せず、また、１株当たり当期純損失金額で

あるため記載しておりません。 

    ２. １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成26年４月１日 
至 平成27年３月31日) 

当期純損失金額（百万円） 301 2,715 

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金額（百万円） 301 2,715 

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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６．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

 

           (単位：百万円) 
          

前事業年度 
(平成26年３月31日) 

当事業年度 
(平成27年３月31日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2 2 

  売掛金 11 17 

  未収入金 2,122 1,939 

  短期貸付金 34 - 

  その他 10 5 

  貸倒引当金 - △1,796 

  流動資産合計 2,180 168 

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 4 4 

   工具、器具及び備品 2 1 

   有形固定資産合計 7 5 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 1 0 

   電話加入権 0 0 

   無形固定資産合計 1 0 

  投資その他の資産   

   関係会社株式 2,766 1,083 

   破産更生債権等 495 498 

   敷金及び保証金 1 1 

   その他 57 56 

   貸倒引当金 △521 △524 

   投資その他の資産合計 2,798 1,115 

  固定資産合計 2,806 1,122 

 資産合計 4,987 1,290 
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           (単位：百万円) 
          

前事業年度 
(平成26年３月31日) 

当事業年度 
(平成27年３月31日) 

負債の部   

 流動負債   

  短期借入金 152 37 

  未払金 481 448 

  未払費用 23 27 

  未払法人税等 1 2 

  預り金 1 1 

  債務保証損失引当金 910 907 

  流動負債合計 1,571 1,424 

 固定負債   

  関係会社事業損失引当金 - 1 

  その他 45 38 

  固定負債合計 45 39 

 負債合計 1,617 1,464 

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 △4,238 △7,782 

   利益剰余金合計 △4,238 △7,782 

  自己株式 △0 △0 

  株主資本合計 3,370 △173 

 純資産合計 3,370 △173 

負債純資産合計 4,987 1,290 
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（２）損益計算書 
           (単位：百万円) 
          前事業年度 

(自 平成25年４月１日 
 至 平成26年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成26年４月１日 
 至 平成27年３月31日) 

営業収益   

 経営指導料 62 55 

 営業収益合計 62 55 

営業費用   

 一般管理費 171 199 

 営業費用合計 171 199 

営業損失（△） △109 △143 

営業外収益   

 受取利息 2 0 

 受取手数料 56 61 

 受取家賃 4 4 

 貸倒引当金戻入額 0 0 

 雑収入 0 2 

 営業外収益合計 64 68 

営業外費用   

 支払利息 4 4 

 支払手数料 6 6 

 貸倒引当金繰入額 - 1,770 

 雑損失 1 1 

 営業外費用合計 12 1,783 

経常損失（△） △57 △1,857 

特別利益   

 子会社清算益 4 - 

 特別利益合計 4 - 

特別損失   

 抱合せ株式消滅差損 4 - 

 子会社株式評価損 - 1,682 

 関係会社事業損失引当金繰入額 - 1 

 債務保証損失引当金繰入額 75 - 

 特別損失合計 79 1,683 

税引前当期純損失（△） △132 △3,541 

法人税、住民税及び事業税 △14 2 

法人税等合計 △14 2 

当期純損失（△） △117 △3,544 
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（３）株主資本等変動計算書 

  前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日) 

(単位：百万円) 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 7,609 △4,120 △4,120 △0 3,488 3,488 

当期変動額       

当期純損失（△）  △117 △117  △117 △117 

自己株式の取得    △0 △0 △0 

当期変動額合計 ― △117 △117 △0 △117 △117 

当期末残高 7,609 △4,238 △4,238 △0 3,370 3,370 

 

  当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) 

(単位：百万円) 

 

株主資本 

純資産合計 
資本金 

利益剰余金 

自己株式 株主資本合計 その他利益剰余金 
利益剰余金合計 

繰越利益剰余金 

当期首残高 7,609 △4,238 △4,238 △0 3,370 3,370 

当期変動額       

当期純損失（△）  △3,544 △3,544  △3,544 △3,544 

自己株式の取得    △0 △0 △0 

当期変動額合計 ― △3,544 △3,544 △0 △3,544 △3,544 

当期末残高 7,609 △7,782 △7,782 △0 △173 △173 

 


