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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 291 △30.1 △319 ― △377 ― △435 ―
20年3月期第2四半期 417 27.7 △119 ― △115 ― △410 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △1,986.54 ―
20年3月期第2四半期 △1,974.22 ―

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

21年3月期第2四半期 793 301 16.8 563.20
20年3月期 2,049 1,602 61.4 6,038.61

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  133百万円 20年3月期  385百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 600 △16.6 △580 ― △660 ― △700 ― △1,443.65

4.  その他 
(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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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。上記予想に関する事項については、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報を
ご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名
投資事業有限責任組合第２東京マルチメディ
アファンド

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  236,941株 20年3月期  208,441株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  18株 20年3月期  18株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  219,390株 20年3月期第2四半期  208,153株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期（６か月）におけるわが国経済は、米国における金融不安の高まりや原油・原材料価格の高騰の影響

を受け、企業の設備投資や個人消費が伸び悩むなど、景気の先行きに対する懸念が強まっております。

　コンテンツ業界におきましては、ブロードバンドコンテンツや携帯コンテンツ等の新しい分野は拡大しております

が、市場全体は横ばいで推移しております。

　このような状況の下、当社グループは、コンテンツ制作会社への支援と新しいチャネルの開拓に取り組んでまいり

ました。信託事業を中核の業務として位置付け、従来から行ってきた兼業事業とあわせて、積極的な事業展開を図っ

ております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高291百万円（前年同期比30.1％減）、営業損失319百万円（前

年同期比損失が66.6％増加）、経常損失377百万円（前年同期比損失が226.7％増加）、四半期純損失435百万円（前年

同期比損失が6.0％増加）となりました。

　信託事業におきましては、ゲーム著作権の流動化案件や金銭信託ファンド等いくつかの新規案件を立ち上げました

が、投資環境が一段と厳しさを増す中、新たな案件組成に時間を要する状況にあることから、売上の中心は既存案件

の管理報酬となっており、売上高は155百万円（前年同期比38.7％減）、営業利益は26百万円（前年同期比76.3％減）

となりました。現在、複数の著作権信託案件が組成に向けて進行中であり、第３四半期以降においては、それら新規

案件を着実に実現させるとともに、他の分野の信託案件を含めて受託財産額の積み上げを図り、収益拡大を図ってま

いります。

　兼業事業におきましては、コンテンツアグリゲーション部門とセールスサポート部門の売上は堅調に推移しており

ますが、他の部門の売上が伸び悩んだことと、中小企業向けコンテンツ投資ファンド等における損失の取り込みによ

り、売上高は136百万円（前年同期比16.8％減）、営業損失は243百万円（前年同期比損失が83.9％増加）となりまし

た。今後は、利益率の高い事業への集中を図り、業務の効率化を進めてまいります。 

※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期の金額、前年同期比は、参考として記載しております。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当四半期における総資産は、793百万円となり、前連結会計年度末比463百万円の減少となりました。その主な要因

　　は、貸倒引当金の増加によるものであります。

　なお、純資産は301百万円となり、自己資本比率は16.8％と前連結会計年度末比13.9ポイント減少しております。

　当第２四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は14百万円となり、前連結会計

年度と比較して149百万円の減少となりました。

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、使用した資金は241百万円となっております。これは主に、貸倒引当金282百万円の増加及び預り

金145百万円の発生がプラスに作用した一方で、営業投資有価証券106百万円の増加及び税金等調整前四半期純損失464

百万円がマイナスに作用したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、獲得した資金は12百万円となっております。これは主に貸付の回収による収入240百万円があった

一方で、貸付による支出230百万円があったためです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、獲得した資金は79百万円となっております。これは、子会社の清算による支出151百万円があった

一方で、株式の発行による収入179百万円及び短期借入金47百万円の増加があったためです。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期の連結売上高は当初計画を下回る結果となり、下期につきましても、引き続き厳しい経営環境が続く

と予想されることから、予想売上高を380百万円引き下げております。よって連結売上高の予想といたしましては、

600百円を見込んでおります。

　なお、詳細については、平成20年11月28日に発表いたしました平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせを

ご参照ください。

 

　４．その他

（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）

　投資事業有限責任組合第２東京マルチメディアファンドは、コンテンツの制作プロジェクトへの投資を行って

まいりましたが、契約期間満了により事業を終了し、当第２四半期連結累計期間中において清算を行ったことに

より、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金（持分に見合う額）等が、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼすことが無くなったため、連結の範囲から除外することにいたしました。。　

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理　

　a.一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等をしようして貸倒見積高を算定しております。

　b.棚卸資産の評価方法

　棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。

　c.固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理　　

　該当事項はありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　　①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

　　　する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

　　　表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　　②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を

当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の手活けによる簿価

切下げの方法）に変更しております。

　この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業損失、計上損失及び税金等調整前四半期純

損失に与える影響はありません。
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

（４）継続企業の前提に関する注記

　当社グループは、前連結会計年度までの４連結会計年度に引き続き、第２四半期連結累計期間においても319,323

千円の営業損失を計上しております。また、営業キャッシュ・フローも前連結会計年度に引き続き、当第２連結

累計期間も241,506千円のマイナスとなりました。当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在し

ています。

　当社グループは、当該状況を解消すべく、平成20年11月28日開催の取締役会で決裁いたしましたJCM SINGAPORE 

PTE LTDが運用するファンド（GORGEOUS GRACE INVESTMENT LTD）を割当先とする第三者割当増資を通じて資本増

強を図り、信託会社としての財務基盤を強化するとともに、手元流動性の確保と有利子負債の削減を図ります。

また、事業を利益率の高い信託事業に集中し、不採算部門を大幅に整理・統合いたします。さらには、販売費及

び一般管理費の削減と利益率向上のための経営構造改革を断行し、利益計上体質への改善を図っていく計画であ

ります。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このような疑義の影響を四半期連結財務諸表には

反映しておりません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

信託事業
（千円）

兼業事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 77,713 56,001 133,715 － 133,715

営業利益又は営業損失（△） 16,559 △165,963 △149,403 △52,015 △201,419

当第２四半期連結累計会計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

信託事業
（千円）

兼業事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 155,189 136,362 291,551 － 291,551

営業利益又は営業損失（△） 27,194 △200,981 △173,787 △101,460 △275,247

 

〔所在地別セグメント情報〕

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外視点がないため、記載を省略しております。　

 

〔海外売上高〕

　海外売上高がないため、記載を省略しております。　

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年４月24日開催の当社取締役会において、Derivative Arbitrage Fund L.P.（デリバティブ・

アービトラージ・ファンド・エル・ピー）及びNDC Risk Hedge Fund（NDCリスク・ヘッジ・ファンド）（以下「両

ファンド」という。）を割当先として、第三者割当による第６回及び第７回新株予約権の発行を決議し、平成20

年７月16日開催の当社取締役会において、両ファンドを割当先として、第三者割当による第８回及び第９回新株

予約権の発行を決議しました。両ファンドによる新株予約権の行使により、当第２四半期連結会計期間において

資本金が91,315千円、資本準備金が91,315千円増加しました。この結果、当連結第２四半期末において資本金が

2,371,348千円、資本剰余金が2,282,948円になっております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,354 283,524

売掛金 25,597 40,659

信託未収収益 42,468 17,164

営業投資有価証券 239,037 168,771

製品 13,196 18,726

仕掛品 － 54

短期貸付金 276,637 851,290

その他 47,297 45,886

貸倒引当金 △75,404 △399,041

流動資産合計 583,185 1,027,037

固定資産   

有形固定資産 25,417 31,162

無形固定資産   

ソフトウエア 19,351 21,669

その他 1,455 1,530

無形固定資産合計 20,806 23,200

投資その他の資産   

投資有価証券 37,000 45,432

出資金 34,504 36,411

長期貸付金 72,202 18,038

破産更生債権等 1,032,164 －

その他 95,005 96,264

貸倒引当金 △1,106,596 △21,197

投資その他の資産合計 164,280 174,950

固定資産合計 210,504 229,313

資産合計 793,690 1,256,350

負債の部   

流動負債   

買掛金 25,880 65,165

短期借入金 137,171 90,000

未払法人税等 5,342 5,652

未払金 150,777 70,724

組合出資預り金 8,168 8,168

預り金 158,238 12,782

その他 6,149 4,775

流動負債合計 491,728 257,270

固定負債   

債務保証損失引当金 － 140,000



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

持分法適用に伴う負債 － 120,000

固定負債合計 － 260,000

負債合計 491,728 517,270

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,371,348 2,280,032

資本剰余金 2,282,948 2,191,632

利益剰余金 △4,518,852 △4,082,995

自己株式 △2,007 △2,038

株主資本合計 133,436 386,631

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △1,340

評価・換算差額等合計 － △1,340

新株予約権 2,392 －

少数株主持分 166,132 353,788

純資産合計 301,961 739,079

負債純資産合計 793,690 1,256,350



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 291,551

売上原価 227,409

売上総利益 64,142

販売費及び一般管理費 383,465

営業損失（△） △319,323

営業外収益  

受取利息 3,760

匿名組合損益分配額 184

還付消費税等 1,208

雑収入 1,196

営業外収益合計 6,348

営業外費用  

支払利息 2,016

持分法による投資損失 177

株式交付費 857

支払手数料 7,499

貸倒引当金繰入額 54,123

営業外費用合計 64,674

経常損失（△） △377,649

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,334

特別利益合計 1,334

特別損失  

投資有価証券売却損 1,775

投資有価証券評価損 4,275

匿名組合財産補填損失 88,445

特別損失合計 94,496

税金等調整前四半期純損失（△） △470,811

法人税、住民税及び事業税 475

法人税等合計 475

少数株主損失（△） △35,460

四半期純損失（△） △435,826



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  417,166 100.0

Ⅱ　売上原価  191,324 45.9

売上総利益  225,841 54.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費  345,806 82.9

営業損失  119,964 △28.8

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 6,631   

２．匿名組合損益分配額 7,625   

３．その他 1,303 15,261 3.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 7,140   

２．持分法投資損失 1,364   

３．新株発行費償却 2,353   

４．その他　 21 10,880 2.6

経常損失  115,584 △27.7

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 28,220   

２．新株予約権戻入益 12,500 40,720 9.8

Ⅶ　特別損失    

１．投資有価証券評価損 48,900   

２．たな卸資産評価損 22,080   

３．貸倒引当金繰入額 206,369   

４．持分法投資損失　 84,264 361,614 86.7

税金等調整前中間純損失  436,478 △104.6

法人税、住民税及び事業税 475   

法人税等調整額 － 475 0.1

少数株主損失  25,984 6.2

中間純損失  410,969 △98.5

－ 1 －



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純損失 △436,478

減価償却費　 8,610

持分法投資損失　 85,628

貸倒引当金の増減額　 178,832

受取利息　 △6,631

支払利息　 7,140

繰延資産償却　 2,353

組合損益分配額　 △7,325

投資有価証券評価損　 48,900

売上債権の減少額　 16,392

信託未収収益の増加額　 △11,804

たな卸資産の増加額 △2,258

営業投資有価証券の減少額
　

138,679

長期前払費用の減少額　 125

仕入債務の増加額　 4,423

組合出資預り金の増加額　 14,441

新株予約権戻入益　 △12,500

その他　 35,779

小計 64,308

利息及び配当金の受取額　 10,107

利息の支払額　 △7,140

法人税等の支払額　 △958

営業活動によるキャッシュ・
フロー

66,316

Ⅱ　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
支出額　

△32,359

貸付による支出　 △606,020

貸付金の回収による収入　 233,832

投資有価証券及び出資金回
収による収入　

16,247

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△388,299

－ 2 －



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の純増減額　 △140,000

長期借入金の返済による支
出　

△300,000

株式の発行による収入　 1,938

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△438,062

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

－

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △760,044

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

993,596

Ⅶ　連結除外に伴う現金及び現金
同等物の減少額

△49

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

233,503

－ 3 －



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

信託事業
（千円）

兼業事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 253,219 163,947 417,166 － 417,166

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高
－ － － － －

計 253,219 163,947 417,166 － 417,166

営業費用 140,531 296,712 437,244 (99,885) 537,130

営業利益又は営業損失（△） 112,687 △132,765 △20,078 (99,885) △119,964

　（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．前連結会計年度においては、連結子会社であった株式会社バズスタイルが行うハードウェアセールス事業

　を「その他の事業」として区分しておりましたが、平成19年３月に同社の全株式及び事業を譲渡したため、

　当中間連結会計期間より「その他の事業」を事業部門より除外しました。

　　　　３．各区分の主な事業内容

　　　　　(1) 信託事業

　　　　　　　著作権等の知的財産権をはじめ、金銭、金銭債権、有価証券、動産を対象とする信託事業を行っており

　　　　　　　ます。

　　　　　(2) 兼業事業

　　　　　　　デジタルコンテンツ業界における広範かつ多種多様なアレンジメント業務を行っております。

　　　　４．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（99,885千円）の主なものは、親会社の

　　　　　総務部門等管理部門に係る費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

　　　　　該当事項はありません。

〔海外売上高〕

　　　　　該当事項はありません。

－ 4 －
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