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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

（注）平成20年３月期の決算数値は訂正前の数値になっています。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成20年３月期の決算数値は訂正前の数値になっています。  

(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3四半期 416 △27.2 △465 ― △702 ― △750 ―
20年3月期第3四半期 572 △3.0 △305 ― △300 ― △1,009 ―

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3四半期 △3,167.06 ―
20年3月期第3四半期 △4,847.96 ―

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3四半期 704 352 28.8 419.37
20年3月期 1,256 739 30.7 1,848.60

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  203百万円 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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ―
21年3月期 

（予想）
― ―

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  無   

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 ― △1,444.28



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）  無  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。 

(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．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、３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下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表等に関する会計基準」（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います。  
３．平成20年３月期の決算数値は訂正前の数値になっています。詳細については、別途開示しております「平成21年３月期第３四半期報告書提出と、決算
修正作業の現状等についてのお知らせ」をご参照ください。        

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3四半期 484,670株 20年3月期  208,441株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  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3四半期 236,535株 20年3月期第3四半期 208,278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３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国における金融不安の高まりが実体経済に波及し、企業の設

備投資や個人消費が急減速するなど、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３四半期連結累計期間の業績は、売上高416百万円（前年同期比27.2％減）、営業損失465百万円（前

年同期比損失が52.5％増加）、経常損失702百万円（前年同期比損失が133.9％増加）、四半期純損失750百万円（前年

同期比損失が25.7％減）となりました。

　信託事業におきましては、投資環境が一段と厳しさを増す中、新規案件を立ち上げることが難しい状況にあること

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74百万円、営業利益は27百万円となりました。現在

進行中の新規案件を実現させることにより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50百万円、営業損失は126百万円となりました。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。

※平成20年３月期の決算数値は訂正前の数値になっております。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、704百万円となり、前連結会計年度末比551百万円の減少となりま

した。

　なお、純資産は352百万円となり、自己資本比率は28.8％と前連結会計年度末比2ポイント減少しております。

　第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は86百万円となり、前連結会計

年度末と比較して77百万円の減少となりました。

　当第３四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246百万円となっております。これは主に貸倒引当金159百万円の増加及び営業投

資有価証券42百万円の減少がプラスに作用した一方で、匿名組合財産補填損失88百万円の減少、信託未収収益49百万

円の増加及び税金等調整前四半期純損失330百万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２百万円となっております。これは主に貸付金の回収による収入１百万円があっ

たためであります。

（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316百万円となっております。これは主に株式の発行による収入382百万円及び短

期借入金22百万円の増加があった一方で、短期借入金返済による支出85百万円があったためであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年11月28日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。
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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）

　該当事項はありません。　

（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３四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使用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

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（収益性の低下による簿価切

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、経常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。

　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、当第３四半期連結累計期間においても　

　465,677千円の営業損失を計上しております。また、営業活動によるキャッシュ・フローも前連結会計年度に引

き続き、当第３四半期連結累計期間も488,433千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12月にSPCを通じた第三者割当増資に応じたJCM SINGAPORE 

PTE LTDが管理するファンドより、平成21年４月から５月にかけて再び500,000千円から600,000千円の増資を受け

る予定であります。また、当社株式は現在、東京証券取引所の監理銘柄（審査中）に指定されているため、第三

者割当増資の実施時期が予定より遅れた場合には、増資以前のつなぎ融資の実行について検討いただいておりま

す。

　この資本増強により、信託会社としての財務基盤を強化するとともに、手許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部門に集中し、不採算部門を整理・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。

－ 2 －



（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　　　　　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月1日　至　平成20年12月31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 74,575 50,630 125,206 － 125,206

営業利益又は営業損失（△） 27,045 △126,446 △99,401 (△46,961) △146,362

 

　　　　　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年12月31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 229,765 186,992 416,758 － 416,758

営業利益又は営業損失（△） 57,050 △371,346 △314,296 (△151,381) △465,677

　 (注）1. 事業の区分は、内部管理上採用している区部によっております。        

        2. 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       

             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。

 

〔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支店がないため、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ました。

また、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。両ファンドによるこれら新株予約権の行使により、当第３四半期連

結累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。

　さらに、平成20年11月28日開催の当社取締役会において、JCM SINGAPORE PTE LTDが運用するSPCであるGORGEOUS 

GRACE INVESTMENTS LTD（ゴージャス・グレース・インベストメンツ・リミテッド）を割当先として,第三者割当

による新株式の発行を決議し、平成20年12月19日に384,475千円の払込みを受け、資本金が192,237千円、資本準

備金が192,237千円増加しました。

　この結果、当第3四半期連結会計期間末において資本金が2,563,585千円、資本剰余金が2,475,185千円となって

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 86,203 283,524

売掛金 24,547 40,659

信託未収収益 91,694 17,164

営業投資有価証券 197,029 168,771

製品 9,723 18,726

仕掛品 － 54

短期貸付金 138,391 851,290

その他 54,189 45,886

貸倒引当金 △99,116 △399,041

流動資産合計 502,662 1,027,037

固定資産   

有形固定資産 21,258 31,162

無形固定資産   

ソフトウエア 17,952 21,669

その他 1,417 1,530

無形固定資産合計 19,369 23,200

投資その他の資産   

投資有価証券 34,587 45,432

出資金 34,357 36,411

長期貸付金 239,159 18,038

破産更生債権等 631,664 －

その他 64,122 96,264

貸倒引当金 △842,370 △21,197

投資その他の資産合計 161,521 174,950

固定資産合計 202,150 229,313

資産合計 704,812 1,256,350

負債の部   

流動負債   

買掛金 11,889 65,165

短期借入金 73,417 90,000

未払法人税等 3,741 5,652

未払金 73,588 70,724

組合出資預り金 8,168 8,168

預り金 165,170 12,782

その他 15,900 4,775

流動負債合計 351,877 257,270

固定負債   

債務保証損失引当金 － 140,000



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 351,877 517,270

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,563,585 2,280,032

資本剰余金 2,475,185 2,191,632

利益剰余金 △4,833,514 △4,082,995

自己株式 △2,007 △2,038

株主資本合計 203,250 386,631

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

少数株主持分 149,684 353,788

純資産合計 352,934 739,079

負債純資産合計 704,812 1,256,350



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 416,758

売上原価 322,607

売上総利益 94,150

販売費及び一般管理費 559,828

営業損失（△） △465,677

営業外収益  

受取利息 4,330

匿名組合損益分配額 3,159

還付消費税等 1,208

雑収入 1,863

営業外収益合計 10,561

営業外費用  

支払利息 4,242

持分法による投資損失 177

株式交付費 2,829

支払手数料 53,123

貸倒引当金繰入額 186,673

雑損失 13

営業外費用合計 247,058

経常損失（△） △702,175

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,600

特別利益合計 1,600

特別損失  

投資有価証券売却損 1,775

投資有価証券評価損 6,525

匿名組合財産補填損失 88,445

和解金 4,361

特別損失合計 101,108

税金等調整前四半期純損失（△） △801,683

法人税、住民税及び事業税 712

法人税等合計 712

少数株主損失（△） △51,908

四半期純損失（△） △750,487



６．その他の情報

過年度の不適切な取引について

　当社にて、平成21年２月24日、平成18年３月期以前の数年にわたり、不適切な取引が行われていたとの疑義が社内

調査により発覚いたしました。不適切な取引とは、複数の会社との間で商品取引またはサービス提供を伴った循環取

引と疑われる取引であり、直ちに外部調査委員会を設置して本件の内容等についての解明に取り掛かりました。

　外部調査委員会の調査の結果、平成16年３月期から平成20年３月期までの５期にわたり、過年度連結財務諸表及び

過年度財務諸表の訂正をすべきとの判断に至りました。

　当社は、外部調査委員会の調査報告及び提言を真摯に受け止め、コーポレートガバナンスとコンプライアンス体制

の充実・強化を図るなど、再発防止体制の構築に取り組む所存であり、また、一日も早く監理銘柄指定の解除を受け

られるよう最大限の努力を尽くしてまいります。　

　なお、平成20年３月期の決算数値は訂正前の数値になっております。詳細については、別途開示しております「平

成21年３月期第３四半期報告書提出と、決算修正作業の現状等についてのお知らせ」をご参照ください。　

－ 1 －
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