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

. 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 487 △32.3 △613 ― △860 ― △907 ―
20年3月期 719 △15.6 △444 ― △487 ― △1,002 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △3,047.24 ― △420.1 △100.0 △126.1
20年3月期 △4,815.27 ― △113.4 △25.3 △61.8

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △0百万円 20年3月期  △1百万円

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 609 193 7.7 96.07
20年3月期 1,116 739 34.6 1,848.60

（参考） 自己資本   21年3月期  46百万円 20年3月期  385百万円

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

21年3月期 △518 24 399 67
20年3月期 △131 △33 △665 163

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ― ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

210 △49.7 △170 ― △170 ― △170 ― △350.75

通期 870 20.9 1 ― 1 ― 1 ― 2.06



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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 484,670株 20年3月期 208,441株
② 期末自己株式数 21年3月期  18株 20年3月期  18株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 532 △26.0 △534 ― △796 ― △899 ―
20年3月期 735 20.5 △410 ― △462 ― △1,108 ―

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

21年3月期 △1,181.02 ―
20年3月期 △5,323.13 ―

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 585 47 8.2 98.56
20年3月期 1,265 378 29.9 1,815.72

（参考） 自己資本 21年3月期  47百万円 20年3月期  378百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意）  
 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「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」
をご覧下さい。 

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 
累計期間

230 △45.5 △150 ― △150 ― △150 ― △309.49

通期 890 20.9 21 ― 21 ― 21 ― 43.33



１．経営成績

(1）経営成績に関する分析

　当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の深刻化や世界景気の一層の下振れ懸念がある中、外需

の減少や円高の進行によって、企業業績が急速に悪化しました。また、雇用や所得に対する不安感の高まりで個人消

費も冷え込み、景気の後退感が一段と高まっています。　

　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行っ

ております。

　この結果、当連結会計年度の業績は、売上高487百万円（前年同期比32.3％減）、営業損失613百万円（前年同期比

損失が38.1％増）、経常損失860百万円（前年同期比損失が76.5％増）、当期純損失907百万円（前年同期比損失が

9.5％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の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285百万円、営業利益は96百万円となりました。

　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比較的堅調に推移い

たしましたが、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201百万円、営業損失は490百万円となりました。

　※「経営成績に関する分析」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。　

　次期の見通しにつきましては、コンテンツ業界を取り巻く環境は引き続き厳しいものがありますが、著作権信託の

推進と並行して、他の分野の信託案件についても積極的に取り組むことにより、受託財産額を着実に積み上げて利益

確保を図ってまいります。また、兼業部門におきましても、利益率の高い業務に注力していく一方、従来の常識にと

らわれることなく、大胆な発想で新規事業にも取り組み、黒字化を実現する方針であります。

　信託部門については、信託案件の組成に伴う手数料及び期間に応じた管理手数料を合わせた通期の信託報酬として

は620百万円を、売上総利益は485百万円をそれぞれ見込んでおります。兼業部門については、250百万円の売上高と80

百万円の売上総利益を見込んでおります。最終的には期末において経常利益1百万円を確保し、何としても黒字化を果

たす所存です。

(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資産につきましては、605百万円となり、前連結会計年度末比511百万円の減少となりました。

当連結会計年度における資産及び負債並びに純資産の増減とそれらの要因は、次のとおりであります。

　資産の部では、流動資産が435百万円になり、前連結会計年度末比451百万円の減少となりました。これは主に貸倒

引当金331百万円の減少がプラスに作用した一方で、現金及び預金89百万円、営業投資有価証券488百万円、短期貸付

金392百万円の減少がマイナスに作用したことによるものであります。

　固定資産は169百万円になり、前連結会計年度末比61百万円の減少となりました。これは有形固定資産が５百万円、

無形固定資産が５百万円、投資その他の資産が50百万円それぞれ減少したことによるものであります。

　負債合計は411百万円になり、前連結会計年度末比475百万円の減少となりました。これは主に預り金が110百万円、

未払い金が69百万円それぞれ増加した一方で、買掛金が59百万円、短期借入金が379百万円、債務保証損失引当金が

220百万円それぞれ減少したことによるものであります。

　純資産合計は193百万円になり、前連結会計年度末比545百万円の減少となりました。これは主に資本金及び資本剰

余金が567百万円増加した一方で、少数株主持分が206百万円減少し、当期純損失907百万円を計上したためであります。

②キャッシュ・フローの状況　

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は67百万円となり、前連結会計年度末と

比較して95百万円の減少となりました。

　当連結会計年度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518百万円（前年同期は131百万円の使用）となっております。これは主に貸倒引

当金272百万円及び預り金150百万円の増加があった一方で、税金等調整前当期純損失960百万円を計上したためであり

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24百万円（前年同期は33万円の使用）となっております。これは主に貸付金によ

る支出230百万円があった一方で、貸付金の回収による収入242百万円があったためであります。
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（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399百万円（前年同期は665百万円の使用）となっております。これは主に株式の

発行による収入561百万円及び短期借入金174百万円の増加があった一方で、短期借入金の返済187百万円及び子会社の

清算による支出151百万円があったためであります。

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移　

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率（％） 8.9 50.7 50.6 34.6 7.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
234.3 376.4 198.2 269.0 143.4

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

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　

インスタント・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い　

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。　

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行株式数をベースに計算しております。　

（注３）キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。　

（注４）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、利子を払っている全ての負債を対象としており

　　　　ます。　　　　

（注５）各年度の営業キャッシュ・フローがマイナスであったため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びイン

　　　　タレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

(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、ここ数年、最終損益がマイナスであるため配当を出せない状況が続いておりますが、利益を着実に上げら

れる企業体質への改善を早急に果たし、株主各位に対する利益還元を一日でも早く実現できるよう、企業努力を続け

てまいります。

(4）事業等のリスク

　当社及び当社グループ事業に関するリスク要因となりうる主要な事項は以下のとおりであります。

①　コンテンツマーケットに関するリスク　

　コンテンツビジネスのマーケット規模は、今後も大きく拡大するものと想定されておりますが、予期しない何らか

の事情でマーケット環境悪化等が発生した場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

②　コンテンツの供給に関するリスク　

　コンテンツアグリゲーション業務においては、当社の営業ネットワークを通じてコンテンツホルダーより優良なコ

ンテンツを仕入れ、配信業者に対して販売する業務を行っておりますが、競争の激化や、制作会社を取り巻く環境の

変化等により、配信業者のニーズに合った優良なコンテンツを集めることができなくなった場合には、当社の業績に

影響を与える可能性があります。

③　競合激化に関するリスク　

　知的財産権の信託が平成16年末の法改正により実現され以降、当社のようにコンテンツを中心とした知的財産権を

メインに取扱う信託会社は他に存在しておりませんが、信託銀行をはじめとした金融機関等が当社のビジネス領域に

進出した場合には、競争激化により当社グループの経営成績に影響を与える可能性があります。

　また、一般事業会社においても信託業への進出が可能となったことから、当社と同様の業務を行う企業が出現した

場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。
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④　出資金等の回収に伴うリスク　

　当社は、コンテンツ制作会社の企業リスクと切り離した形でデジタルコンテンツ制作企画に対して資金供給を側面

からサポートしており、様々なプロジェクトに対し出資を行っております。コンテンツビジネスは、大ヒットした場

合、大きな収益が見込める半面、期待どおりの収益が確保できないという可能性もあります。コンテンツプロジェク

ト投資に対して、当社はリスク・リターン分析を行いながら、適切な投資判断を行っておりますが、プロジェクト収

益が予想を大きく下回ることも想定されます。このような場合、当社の出資額に対する全額回収が見込めない可能性

もあり、当社の業績に影響を与える可能性があります。

⑤　人材の確保について　

　当社の業務は、ハード・ソフト面でのコンテンツ知識と信託業務を行うための金融の知識が要求されていることか

ら、今後の事業拡大における重要な要素は、専門知識を持った優秀なスタッフの確保にあると考えております。

　さらなる業務拡大を図るためには、優秀な人材の確保が最重要の課題として考えておりますが、当社の求める人材

確保が計画どおりに進まなかった場合には、ビジネスチャンスを逃すことや、プロジェクト遅延などが発生すること

になり、そのような場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。

⑥　信託ファンド組成に伴うリスク　

　信託事業においては、信託ファンドの組成を行うことにより受託財産額が積みあがり、信託報酬を獲得できますが、

当初想定していた金額まで投資家からの資金が集まらなかった場合や、当初の計画どおりの時期に信託ファンドが組

成されなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。

⑦　東京証券取引所より監理銘柄（審査中）に指定されていることについて　　

　当社は平成21年２月24日、過去において不適切な取引が行われていた疑義が発覚したことを公表いたしました。そ

れに伴い当社株式は、東京証券取引所より有価証券上場規程施行規則第605条第１項第14号（上場会社が有価証券上場

規程第601条第１項第11号a前段（有価証券上場規程第603条第１項第６号による場合）に該当すると認められる相当の

事由があると東京証券取引所が認める場合）に該当するとして、投資者の注意を喚起するため、平成21年３月23日よ

り監理銘柄（審査中）に指定されております。

　当社は不適切な取引の内容を調査により明らかにし、平成16年３月期から平成20年３月期までの５期分の過年度決

算修正を行い、平成21年４月30日までに有価証券報告書の訂正報告書及び決算短信の訂正等の提出・開示を完了いた

しました。しかしながら平成21年５月20日現在、当社株式の監理銘柄の指定は解除されておらず、上場廃止すべきか

否かの審査が継続中であります。従って、東京証券取引所の審査の結果、当社が過去に行っていた不適切な取引が上

場廃止基準に抵触すると判断された場合には、上場廃止になる可能性があります。

⑧運用型信託会社の免許基準である最低純資産額（100百万円）を割り込んだことについて　

　当社は、個別業績における平成21年３月期末の純資産額が47百万円となり、運用型信託会社の免許基準である最低

純資産額（100百万円）を割り込みました。これは、信託業法第44条第１項第１号に該当し、速やかに財務の健全性を

確保しなければ、免許の取消や業務停止の処分を受ける可能性があります。

(5）継続企業の前提に関する重要事象等

　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、当連結会計年度においても613百万円の営業損

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、当連結会計年度も

518百万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、平成21年６月以降、複数の事業会社を引受先として第三者割当増資を実施する予定であります。

また、当社株式は現在、東京証券取引所の監理銘柄（審査中）に指定されており、整理銘柄指定となった場合におい

て、増資を行うかは未定でありますが、その場合も含め、増資ができない場合の融資の実行についても、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、既存事業についても抜本的な見直しを図り、信託事業を中心

として事業の拡充と収益拡大を実現させます。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。
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２．企業集団の状況

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社）、連結子会社

１社、持分法適用非連結子会社４社及び持分法適用関連会社３社により構成されております。当社はデジタルコンテン

ツ業界において、信託事業をはじめ、コンテンツ関連の投資及びビジネスコーディネーション業務を通じて、知的財産

権に関する資金調達から管理、運用までトータルなアレンジメントを行っております。

　当連結会計年度における、各部門に係る主な事業内容と主要な関係会社の異動は、次のとおりであります。

（1） 信託事業　

　平成17年６月より開始した業務であり、著作権等の知的財産権をはじめとして、金銭、金銭債権、有価証券、動産を

対象とする信託業務を行っております。具体的には映画等のコンテンツに関し、制作会社より著作権等の信託を受け、

交付した信託受益権を投資家に販売することにより資金調達を支援するとともに、その著作権等の運用による収益を投

資家に分配する業務を中心に手がけております。資金調達を目的とする流動化信託業務以外に、信託財産の管理運用の

みを行う管理信託業務もあります。

（2） 兼業事業　

　従来から行っているデジタルコンテンツ・アレンジメント事業であり、ビジネスコーディネーション業務やコンテン

ツアグリゲーション業務、投資業務等が含まれます。

　ビジネスコーディネーション業務では、コンテンツビジネスを事業化するためのコンサルティングやビジネスモデル

構築の支援、流通・配信に関するアドバイスなどを行っています。最近は、動画コンテンツの権利保持者から作品を預

かり、各種権利処理を行った上でブロードバンド配信業者に対して作品を提供するコンテンツアグリゲーション業務が

中心となっています。

　投資業務としては、アイディアはあるが資金力のない中小の制作会社が、著作権を保持しつつ適正な収益配分を受け

ることのできる仕組みとして考案された常設のコンテンツ投資ファンド「東京マルチメディアファンド（TMF）」の運

営・管理を行っております。

 

関係会社の状況　

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所

有又は被所

有割合(％)

関係内容

（親会社）

GORGEOUSE 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）

英領バージ

ン諸島トー

トラ

１米ドル 投資業 51.2  

（連結子会社）

TMF3投資事業有限責任組合中小

企業コンテンツ制作支援ファン

ド（TMF3)　

（注１）（注２）

東京都港区　

当初出資　

総額　

500

コンテンツ制作企画へ

の投融資　
50.0 無限責任組合員　

（持分法適用関連会社）

MPLCジャパン株式会社
東京都港区　 2.5

映像作品を非劇場施設

で上映するためのライ

センス供与　

50.0  

（注１）特定子会社であります。　

（注２）持分は100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。　

（注３）有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社ではありません。　
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［事業系統図］

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 コンテンツ制作会社等 

 
 

映画会社 
 

ゲーム会社 
 

アニメ 
プロダクション 

 
コンテンツ 
ホルダー等 

 
ジ
ャ
パ
ン
・
デ
ジ
タ
ル
・ 

コ
ン
テ
ン
ツ
信
託
株
式
会
社 

※２ MPLC ジャパン㈱ 映画・アニメ会社 

※1 TMF３ 

投
資
家
（
法
人
・
個
人
） 

コ
ン
テ
ン
ツ
流
通
市
場
（
法
人
・
個
人
） 

金銭信託 
受益権等 

受益権等 

受益権等 

知的財産権等信託 

ライセンス許諾 

投資 

ライセンス許諾 

ライセンス許諾 ライセンス許諾 

投資 

事業支援 

事業アドバイス等 

直接投資 

　（注）　※１　連結子会社

※２　関連会社で持分法適用会社
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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、わが国のコンテンツ産業の発展を目指した新たなビジネス構造を提案し、事業成功例を社会に示

していきます。また、制作者の権利を適正に評価し、円滑な資金供給マーケットを組成させるべく活動してまいりま

す。最終的には、著作権等の知的財産権と投資家とが直接リンクする、新たな資本市場の創造を目指しております。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは現在、当期損益が損失となっております。このため、早期の黒字転換を目標としております。中長

期的にはROE（自己資本当期純利益率）を高め、安定した株主配当を実現する方針です。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　平成17年6月に開始した信託事業において、着実に受託財産額を拡大し、安定した収益基盤を構築する方針です。す

でに「シネマ信託®」を組成し、ファンド対象作品の「フラガール」が日本アカデミー賞最優秀作品賞を受賞するなど、

コンテンツ産業の発展に寄与していると自負しておりますが、今後は金融商品取引法で信託受益権がみなし有価証券

として認められたことから、コンテンツ関連信託の流通市場創設にも尽力してまいります。また、著作権信託をはじ

めとする知的財産権信託以外にも幅広い信託案件を扱い、信託会社としての地歩を固めて参る所存です。

(4）会社の対処すべき課題

　当社は、信託型ベトナム未公開株ファンドにおいて、匿名組合出資金の一部を元従業員が目的事業以外に流用した

ことなどから、平成20年6月に関東財務局長より業務改善命令を受けました。また、平成21年2月には過去における不

適切な取引が発覚し、平成21年3月に東京証券取引所より監理銘柄（審査中）の指定を受けております。平成21年３月

６日の臨時株主総会とその後の取締役会において一新された新経営陣は、引き続き東証の審査に本格対応するととも

に、法令等遵守、内部管理及び経営管理態勢の充実強化に努め、信頼の回復に全力を尽くします。

　また、資本の拡充、収益力の強化を急ぎ、信託会社として健全かつ適切な業務運営を確保してまいります。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 283,524 67,996

売掛金 40,659 8,664

信託未収収益 17,164 54,167

営業投資有価証券 168,771 176,007

たな卸資産 18,780 7,021

短期貸付金 450,790 138,015

その他 45,886 82,421

貸倒引当金 △138,541 △98,584

流動資産合計 887,037 435,709

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 333 333

減価償却累計額 △300 △300

建物及び構築物（純額） 33 33

工具、器具及び備品 49,286 50,089

減価償却累計額 △18,157 △32,793

工具、器具及び備品（純額） 31,129 17,296

車両運搬具及び工具器具備品  8,133

減価償却累計額  0

有形固定資産合計 31,162 25,462

無形固定資産   

ソフトウエア 21,669 16,553

その他 1,530 1,379

無形固定資産合計 23,200 17,932

投資その他の資産   

投資有価証券 45,432 487

出資金 36,411 33,000

長期貸付金  216,101

その他 114,303 718,825

貸倒引当金 △21,197 △842,370

投資その他の資産合計 174,950 126,045

固定資産合計 229,313 169,440

資産合計 1,116,350 605,150



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 65,165 5,681

短期借入金 90,000 76,217

未払法人税等 5,652 6,836

未払金 70,724 139,879

組合出資預り金 8,168 8,168

その他 17,558 174,410

流動負債合計 257,270 411,194

固定負債   

持分法適用に伴う負債 120,000  

固定負債合計 120,000  

負債合計 377,270 411,194

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,280,032 2,563,585

資本剰余金 2,191,632 2,475,185

利益剰余金 △4,082,995 △4,990,204

自己株式 △2,038 △2,007

株主資本合計 386,631 46,559

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 353,788 147,395

純資産合計 739,079 193,955

負債純資産合計 1,116,350 605,150



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 719,491 487,061

売上原価 457,968 355,705

売上総利益 261,522 131,356

販売費及び一般管理費 706,299 745,303

営業損失（△） △444,777 △613,947

営業外収益   

受取利息 9,576 8,964

匿名組合損益分配額 10,066 8,801

雑収入 2,479 3,182

営業外収益合計 22,122 20,948

営業外費用   

支払利息 11,025 5,439

株式交付費  2,829

持分法投資損失 1,834  

新株発行費償却 4,706  

支払手数料 46,850 53,123

雑損失 824 1,605

投資有価証券売却損  18,100

持分法による投資損失  177

貸倒引当金繰入額  186,673

営業外費用合計 65,241 267,948

経常損失（△） △487,896 △860,947

特別利益   

貸倒引当金戻入額 9,929 1,600

新株予約権戻入益 12,500  

出資金償還益 15,000  

固定資産売却益 3,816  

特別利益合計 41,246 1,600

特別損失   

投資有価証券評価損 95,100 6,525

投資有価証券売却損  1,775

たな卸資産評価損 22,080  

貸倒引当金繰入額 31,150  

債務保証損失引当金繰入額 0  

持分法投資損失 423,164  

匿名組合財産補填損失  88,445

和解金  4,361

循環取引損失 10,950  

特別損失合計 582,445 101,108

税金等調整前当期純損失（△） △1,029,095 △960,456



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等合計 950 950

少数株主損失（△） △27,086 △54,197

当期純損失（△） △1,002,959 △907,209



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,277,607 2,280,032

当期変動額   

新株の発行 2,425 283,553

当期変動額合計 2,425 283,553

当期末残高 2,280,032 2,563,585

資本剰余金   

前期末残高 2,189,207 2,191,632

当期変動額   

新株の発行 2,425 283,553

当期変動額合計 2,425 283,553

当期末残高 2,191,632 2,475,185

利益剰余金   

前期末残高 △3,080,004 △4,082,995

当期変動額   

連結除外による減少 △31 －

当期純損失（△） △1,002,959 △907,209

当期変動額合計 △1,002,990 △907,209

当期末残高 △4,082,995 △4,990,204

自己株式   

前期末残高 △2,038 △2,038

当期変動額   

自己株式の消却 － 31

当期変動額合計 － 31

当期末残高 △2,038 △2,007

株主資本合計   

前期末残高 1,384,772 386,631

当期変動額   

連結除外による減少 △31 －

新株の発行 4,850 567,106

当期純損失（△） △1,002,959 △907,209

自己株式の消却 － 31

当期変動額合計 △998,140 △340,072

当期末残高 386,631 46,559



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △473 △1,340

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867 1,340

当期変動額合計 △867 1,340

当期末残高 △1,340  

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △473 △1,340

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867 1,340

当期変動額合計 △867 1,340

当期末残高 △1,340 －

新株予約権   

前期末残高 12,500 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,500 0

当期変動額合計 △12,500  

当期末残高 － －

少数株主持分   

前期末残高 371,774 353,788

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17,986 △206,392

当期変動額合計 △17,986 △206,392

当期末残高 353,788 147,395

純資産合計   

前期末残高 1,768,514 739,079

当期変動額   

連結除外による減少 △31 －

新株の発行 4,850 567,106

当期純損失（△） △1,002,959 △907,209

自己株式の消却 － 31

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △31,354 △205,052

当期変動額合計 △1,029,495 △545,124

当期末残高 739,079 193,955



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21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（△） △1,029,095 △960,456

減価償却費 21,908 21,430

持分法投資損失 424,998 177

新株予約権戻入益 △12,500  

出資金償還益 △15,000  

固定資産売却損益（△は益） △3,816  

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24,212 272,314

受取利息 △9,576 △8,964

支払利息 11,025 5,439

投資有価証券評価損益（△は益） 95,100 6,525

投資有価証券売却損  19,875

売上債権の増減額（△は増加） 46,117 21,730

信託未収収益の増加額 △1,395 △37,002

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,844 11,759

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 222,333 △7,235

仕入債務の増減額（△は減少） 37,559 △59,483

組合出資預り金の減少額 △1,522  

預り金の増減額  150,837

その他 53,454 52,626

小計 △132,418 △510,426

利息及び配当金の受取額 13,052 6,812

利息の支払額 △11,025 △4,873

法人税等の支払額 △948 △10,347

営業活動によるキャッシュ・フロー △131,339 △518,835

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 △40,356 △4,004

固定資産の売却による収入 30,000  

無形固定資産の取得による支出 △11,599 △480

投資有価証券の売却による収入  14,374

貸付けによる支出 △721,670 △230,460

貸付金の回収による収入 659,161 242,671

投資有価証券及び出資金回収による収入 50,915 688

その他  1,414

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,550 24,204



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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（△は減少） △380,000 △13,782

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 4,850 561,677

新株予約権の発行による収入 － 11,760

少数株主からの払込みによる収入 10,000  

新株予約権買取による支出 － △9,160

子会社清算による支出 － △151,392

財務活動によるキャッシュ・フロー △665,150 399,102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △830,040 △95,528

現金及び現金同等物の期首残高 993,596 163,524

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △31  

現金及び現金同等物の期末残高 163,524 67,996



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当社グループは、前々連結会計年度744,317千円、前連

結会計年度586,568千円、当連結会計年度444,777千円と

大幅な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131,339千円のマイナスとなり、手許流動

性が悪化しております。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。

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込、及

び貸付金等の融資と当該貸付金に対する貸倒引当金の計

上により生じたものであります。

当社グループは、当該状況を解消すべく、平成20年４

月24日開催の取締役会で決議しました第６回及び第７回

新株予約権の発行により当該引受権者の権利行使を通じ

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、手許流動性の確保と有利子負債の削減を図

ります。また、信託部門での優秀な人材の確保やシステ

ム強化等の先行投資を行い、信託事業の拡充と収益拡大

を実現させます。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。

　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連結財務諸表には反映しておりませ

ん。

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、当連結会計年度においても613,947千円の

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、当連

結会計年度も518,835千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、平成21年６月以降、複数の事業会社

を引受先として第三者割当増資を実施する予定でありま

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）に指定されており、整理銘柄指定となった場

合において、増資を行うかは未定でありますが、その場

合も含め、増資ができない場合の融資の実行についても、

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

中するとともに、既存事業についても抜本的な見直しを

図り、信託事業を中心とした事業の拡充と収益拡大を実

現させます。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。

　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連結財務諸表には反映しておりませ

ん。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　　　　２社

主要な連結子会社の名称

・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

・ＴＭＦ３投資事業有限責任組合中小企

業コンテンツ制作支援ファンド

ユビキャスト匿名組合事業は、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。

日本デジタルリンク匿名組合事業は、

当連結会計年度において匿名組合契約を

終了したため、当連結会計年度末におい

て連結の範囲から除外しております。な

お、損益については連結しております。

(1）連結子会社の数　　　　　　　１社

主要な連結子会社の名称

・ＴＭＦ３投資事業有限責任組合中小企

業コンテンツ制作支援ファンド

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、期間満了により業

務が終了し、第１四半期連結会計期間中

において清算を行ったことにより、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）主要な非連結子会社の名称

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事

業

(2）主要な非連結子会社の名称

同左

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社８社は、いずれも小規模

会社等であり、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）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためでありま

す。

連結の範囲から除いた理由

　非連結子会社７社は、いずれも小規模

会社等であり、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）等は、いずれも連結財務諸表に重

要な影響を及ぼしていないためでありま

す。
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用した非連結子会社の数

　４社

(1）持分法を適用した非連結子会社の数

　４社

持分法を適用した関連会社の数

　４社

持分法を適用した関連会社の数

　３社

主要な会社等の名称

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事

業

・株式会社九天社

・MPLCジャパン株式会社

・有限会社エスイープロジェクト

有限会社エスイープロジェクト及び他

１組合は、従来、持分法の範囲に含めて

おりませんでしたが、当連結会計年度よ

り、当社との間で資金取引が発生したこ

とに伴う影響力の増大を考慮し、これら

を持分法の適用の範囲に含めました。

主要な会社等の名称

・ケイジェイ・プロジェクト匿名組合事

業

・MPLCジャパン株式会社

・有限会社エスイープロジェクト

(2）持分法を適用しない非連結子会社のう

ち主要な会社等の名称

・株式会社日本デジタルリンク

(2）持分法を適用しない非連結子会社のう

ち主要な会社等の名称

・有限会社ケイジェイプロジェクト

(3）持分法を適用しない理由

持分法非適用会社４社は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性

がないためであります。

(3）持分法を適用しない理由

持分法非適用会社１社は、当期純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がないた

めであります。

３．連結子会社の決算日等に

関する事項

連結子会社のうち、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の決算

日は、12月31日であります。連結財務諸表

の作成にあたっては、同日現在の財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生じた重要

な取引については、連結上必要な調整を

行っております。

連結子会社決算日は、連結決算日と一致

しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用して

おります。

なお、投資事業有限責任組合及びそ

れに類する組合への出資（金融商品取

引法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの）については、組合契約

に規定される決算報告日に応じて入手

可能な最近の決算書等を基礎とし、持

分相当額を純額で取込む方法によって

おります。

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

仕掛品・製品

個別法による原価法を採用しておりま

す。

②　たな卸資産

仕掛品・製品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

定率法を採用しております。

　（会計方針の変更）

　当連結会計年度から法人税法の改正に

伴い、平成19年４月１日以降取得の有形

固定資産については、改正後の法人税法

に規定する償却方法に、変更しておりま

す。これに伴う営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響は

軽微であります。

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

　定額法を採用しております。

③　長期前払費用

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

貸倒引当金

　債権の貸倒れに備えて、一般債権につ

いては貸倒実績率により計上しており、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

(4）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

(5）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては特例処理の要

件を満たしておりますので特例処理を採

用しております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

金利スワップ

（ヘッジ対象）

借入金の利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目

的で行っております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップの特例処理の要件を満た

しているため、有効性の判定を省略して

おります。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

―――――― ――――――

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成19年4月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

　――――――

 

過年度の不適切な取引について

　当社において、過去数年にわたり、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又はサービ

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解明に取り

掛かりました。

　外部調査委員会の調査の結果、第９期（自　平成15年４

月１日　至　平成16年３月31日）から第13期（自　平成19

年４月１日　至　平成20年３月31日）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、当該訂正を平成21年４月30日までに関東財

務局に提出いたしました。

　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。

表示方法の変更

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

（連結貸借対照表）

「未払金」は、前連結会計年度末は、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しま

した。

なお、前連結会計年度末の「未払金」の金額は13,679千

円であります。

――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※１．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。

※１．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。

営業投資有価証券（その他） 53,681千円

投資有価証券（株式） 665千円

投資有価証券（その他） 170千円

営業投資有価証券（その他）       38,217千円

投資有価証券（株式）    487千円

投資有価証券（その他）    －千円

※２．担保資産

関連会社株式会社九天社の金融機関からの借入金に

対し、定期預金120,000千円を担保として差し入れて

おります。

また、株式会社りそな銀行からの借入金90,000千円

に対し、ジェット証券株式会社の株式1,100株（34,100

千円）を担保として差し入れております。

※２．　　　　　　　――――――

 

　３．偶発債務（保証債務）

下記の取引先の特定プログラムの権利に対する債務

について保証を行っております。

　３．偶発債務（保証債務）

下記の取引先の特定プログラムの権利に対する債務

について保証を行っております。

株式会社メビウス 54,768千円 株式会社メビウス及び

株式会社アイアンドシー

 

50,568千円　
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用の

金額が83,160千円含まれております。

※１．売上原価には、営業投資有価証券から生じた費用の

金額が128,025千円含まれております。

※２．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。

※２．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。

支払手数料 183,843千円

従業員給与手当 194,456千円

役員報酬 63,424千円

賃借料 64,851千円

減価償却費 21,659千円

支払手数料        160,660千円

従業員給与手当        195,434千円

役員報酬       37,794千円

賃借料       63,321千円

減価償却費       21,430千円

※３．　　　　　　　―――――― ※３．「信託型『ベトナム未公開株ファンド』第１号」に

関する匿名組合出資金のうち、元従業員の不正流用に

よる損失額を補填するため、社内調査の結果把握した

金額であります。

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式
208,171.28 270 － 208,441.28

普通株式

自己株式
18.28 － － 18.28

普通株式

（注）　普通株式の発行済株式数の増加270株は、ストック・オプションの行使による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度期末残
高
（千円）

摘要
前連結会計年
度末株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
期末株式数

平成17年11月25日

決議第三者割当に

よる新株予約権

普通株式 41,051 － 41,051 － － 注

（注）１．平成17年11月25日決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数の減少41,051株は、行使に関する

割当先との契約期間満了に伴う新株予約権の失効によるものであります。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式
208,441.28 276,229.00 0.28 484,670.00

普通株式　（注）1.

自己株式
18.28 － 0.28 18.00

普通株式　（注）２．

（注）１．普通株式の発行済株式数の増加276,229株は、平成20年４月24日決議の第三者割当による新株予約権の行使

による増加12,000株、平成20年７月16日決議の第三者割当による新株予約権の行使による増加16,500株及

び平成20年11月28日決議の第三者割当による新株発行による増加247,729株であります。

（注）２．自己株式の減少0.28株は、消却によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当連結会計
年度期末残
高
（千円）

摘要
前連結会計年
度末株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

当連結会計年度
期末株式数

平成20年４月24日

決議第三者割当に

よる新株予約権

普通株式 － 60,000 60,000 － － 注１．

平成20年７月16日

決議第三者割当に

よる新株予約権

普通株式 － 60,000 60,000 － － 注２．

（注）１．平成20年４月24日決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数の減少60,000株は、行使による減

少12,000株及び契約に基づき当社が買取り自己新株予約権として消却した48,000株によるものであります。

（注）２．平成20年４月24日決議第三者割当による新株予約権の目的となる株式数の減少60,000株は、行使による減

少16,500株及び契約に基づき当社が買取り自己新株予約権として消却した43,500株によるものであります。

３．配当に関する事項

　該当事項はありません。

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 283,524千円

拘束性預金 △120,000千円

現金及び現金同等物 163,524千円

現金及び預金勘定        67,996千円

現金及び現金同等物        67,996千円

　２．　　　　　　　―――――― 　２．重要な非資金取引の内容

　担保に提供していた資産のうち借入先が破産法の規定　

　による破産手続開始の決定を受けたため、担保権が行使

されたもの　　　　　120,000千円

（開示の省略）

　リース取引、デリバティブ取引、ストック・オプション等、税効果会計、有価証券に関する注記事項については、決算

短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３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）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 408,336 311,154 719,491 － 719,491

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 408,336 311,154 719,491 － 719,491

営業費用 359,178 610,746 969,924 194,343 1,164,268

営業利益又は営業損失（△） 49,157 △299,591 △250,433 (194,343) △444,777

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

　　資産 73,856 792,052 865,908 250,441 1,116,350

　　減価償却費 7,455 9,889 17,345 4,563 21,908

　　資本的支出 12,187 14,932 27,119 24,836 51,956

（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、当連結会計年

度より「その他の事業」を種類別セグメントより除外しました。

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（194,343千円）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。

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（250,441千円）の主なものは、親会社の運転資金（現預金）、

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。
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当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３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）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 285,905 201,156 487,061 － 487,061

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － 487,061

計 285,905 201,156 487,061 － 487,061

営業費用 189,417 691,706 881,124 219,884 1,101,008

営業利益又は営業損失（△） 96,487 △490,550 △394,063 (219,884) △613,947

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

　　資産 116,877 361,341 478,219 126,930 605,150

　　減価償却費 8,061 6,919 14,980 6,449 21,430

　　資本的支出 1,166 1,717 2,883 1,601 4,484

（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．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。

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（219,884千円）の主なものは、親会社の総

務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

５．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（126,930千円）の主なものは、親会社の運転資金（現預金）、

長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　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。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　海外売上高がないため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　海外売上高がないため、記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員

土井宏文 － －

代表取締役

社長

(被所有)

直接

3.83%

－ －

金銭の貸付

(注）1
－

役員長期

貸付金
20,000

当社銀行借入

に対する被担

保提供

（注）2

90,000 － －

当社代表取

締役社長

知的財産権

投資協議会

事務局長

知的財産権投

資協議会から

の金銭の借入

（注）3

12,000
短期借入

金
－

高野江信一郎 － － 監査役

(被所有)

直接

0.09%

－ －
金銭の借入

（注）3
30,000

短期借入

金
－

（注）１．金銭の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間５年、利率3.0％としておりま

　す。

２．当社は、銀行借入（90,000千円）に当たり土井宏文から有価証券の担保提供を受けております。被担保提供

　料は支払っておりません。

３．金銭の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。

(2）子会社等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社

㈱九天社
東京都中

央区
90,000 出版業

(所有)

直接

20.3％

－
業務支

援

金銭の貸付

(注）1
391,400

短期貸付

金
391,400

担保提供

(注）2
120,000 － －

(有)エスイー

プロジェクト

東京都港

区
3,000

著作権等

への投資
－ －

匿名組

合出資

金銭の借入

(注）1
44,500

短期借入

金
－

（注）１．金銭の貸付及び借入については市場金利を勘案して利率を決定しております。

２．金融機関からの借入に対し、担保の提供を行ったものであり、担保提供の取引金額は、当連結会計年度の末日

現在の債務残高であります。

－ 12 －



（関連当事者情報）

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等　

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 土井宏文 － －

取締役

(被所有)

直接

0.21%

－ －

金銭の貸付

(注）1
－

役員長期

貸付金
20,000

金銭の借入

（注）2
22,000 短期借入金 22,000

当社取締役

知的財産権

投資協議会

事務局長

知的財産権投

資協議会から

の金銭の借入

（注）2

12,000
短期借入

金
12,000

（注）１．金銭の貸付については、市場金利を勘案して決定しており、返済条件は期間５年、利率3.0％としており

　　　　　ます。

　２．金銭の借入については、市場金利を勘案して利率を決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 1,848円60銭

１株当たり当期純損失金額 4,815円27銭

１株当たり純資産額 96円07銭

１株当たり当期純損失金額 3,047円24銭

　なお、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が計上されているため記載し

ておりません。

　なお、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が計上されているため記載し

ておりません。

　（注）１．１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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当期純損失（千円） 1,002,959 907,209

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 1,002,959 907,209

期中平均株式数 208,287.08株     297,715株

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

第１回新株予約権（第３回ストック・

オプション）

平成14年６月20日定時株主総会決議

（予約権の数48個）

第２回新株予約権（第４回ストック・

オプション）　

平成15年６月19日定時株主総会決議

（予約権の数71個）

第３回新株予約権（第５回ストック・

オプション）　　

平成16年６月17日定時株主総会決議

（予約権の数635個）

第４回新株予約権（第６回ストック・

オプション）　

平成17年６月23日定時株主総会決議

（予約権の数565個）

第１回新株予約権（第３回ストック・

オプション）

平成14年６月20日定時株主総会決議

（予約権の数28個）

第２回新株予約権（第４回ストック・

オプション）

平成15年６月19日定時株主総会決議

（予約権の数45個）　

第３回新株予約権（第５回ストック・

オプション）

平成16年６月17日定時株主総会決議

（予約権の数305個）　

第４回新株予約権（第６回ストック・

オプション）

平成17年６月23日定時株主総会決議

（予約権の数270個）　

（注）２．１株当たり純資産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19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 739,079 193,955

純資産の部の合計金額から控除する金

額　（千円）
353,788 147,395

（うち新株予約権） （　－） （　－）　

（うち少数株主持分） (353,788) (147,395)

普通株式に係る期末の純資産額

（千円）
385,291 46,559

１株当たり純資産額の算定に用いられ

た期末の普通株式数
208,423株 484,652株

－ 14 －



（重要な後発事象）

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日

　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)

１．平成20年４月24日開催の当社取締役会において、第三

者割当による第６回及び第７回新株予約権の発行について

決議しております。

　内容は以下のとおりであります。

i．第６回新株予約権

(1)新株予約権の名称

　ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社第６回新

株予約権

(2)新株予約権の数　30個

(3)新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たり211,500円（総額6,345,000円）

(4)申込期間　平成20年５月13日

(5)割当日　平成20年５月13日

(6)申込期日　平成20年５月13日

(7)募集の方法

　第三者割当の方法により、Derivative Arbitrage Fund 

L.P.（デリバティブ・アービットラージ・ファンド・

エル・ピー）に全ての新株予約権を割り当てる。

(8)新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数の

算定方法

　本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社

普通株式45,000株とする（本新株予約権１個の目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）は、1,500株

とする。）。

(9)当初の行使価額　14,828円（平成20年４月23日の終値の

110％）

(10)行使価額の修正

　行使請求の効力発生日の前日までの３連続取引日の終値

平均値の90％に修正される。なお、下限行使価額は6,740

円とする。

(11)行使期間

平成20年５月14日から平成22年５月13日

(12)取得条項

　当社は、残存する本新株予約権の一部又は全部を、本新

株予約権１個当たり、払込金額と同額で取得することが

できる。

(13)譲渡制限

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要する。

(14)行使制限

　当社取締役会の決定により、平成20年５月14日から平成

22年３月13日までの期間においては、随時、何回でも、

割当先が本新株予約権の行使をすることができない期間

を設けることができる。

　――――――
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日

　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)

(15)買取請求

　割当先は、本新株予約権の行使価額が下限行使価額を下

回った場合、当社に対して、残存する本新株予約権の全

部の取得を請求することができる。この場合、当社は、

当該新株予約権の取得と引き換えに、本新株予約権１個

当たり、払込金額と同額を交付する。

ii．第７回新株予約権

(1)新株予約権の名称

　ジャパン・デジタル・コンテンツ信託株式会社第７回新

株予約権

(2)新株予約権の数　10個

(3)新株予約権の払込金額

新株予約権１個当たり211,500円（総額2,115,000円）

(4)申込期間　平成20年５月13日

(5)割当日　平成20年５月13日

(6)申込期日　平成20年５月13日

(7)募集の方法

第三者割当の方法により、NDC Risk Hedge Fund(エヌ・

ディー・シー・リスク・ヘッジ・ファンド）に全ての新

株予約権を割り当てる。

(8)新株予約権の目的である株式の種類及び種類ごとの数の

算定方法

　本新株予約権の目的である株式の種類および総数は当社

普通株式15,000株とする（本新株予約権１個の目的であ

る株式の数（以下「割当株式数」という。）は、1,500株

とする。）。

(9)当初の行使価額　14,828円（平成20年４月23日の終値の

110％）

(10)行使価額の修正

　行使請求の効力発生日の前日までの３連続取引日の終値

平均値の90％に修正される。なお、下限行使価額は6,740

円とする。

(11)行使期間

平成20年５月14日から平成22年５月13日

(12)取得条項

　当社は、残存する本新株予約権の一部又は全部を、本新

株予約権１個当たり、払込金額と同額で取得することが

できる。

(13)譲渡制限

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を

要する。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日

　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)

(14)行使制限

　当社取締役会の決定により、平成20年５月14日から平成

22年３月13日までの期間においては、随時、何回でも、

割当先が本新株予約権の行使をすることができない期間

を設けることができる。

(15)買取請求

　割当先は、本新株予約権の行使価額が下限行使価額を下

回った場合、当社に対して、残存する本新株予約権の全

部の取得を請求することができる。この場合、当社は、

当該新株予約権の取得と引き換えに、本新株予約権１個

当たり、払込金額と同額を交付する。

２．資金の貸付及び借入の実行について

　当社グループは、以下のとおり資金の貸付及び借入を実

行いたしました。

(1)資金の貸付

　①貸付先　株式会社シネカノン

　②貸付額　230,000千円　利率：４％

　③貸付期間　平成20年４月１日から平成22年２月26日ま

で

(2)資金の借入

　①借入先　有限会社エスイープロジェクト他６社１任意

団体

　②借入額　88,000千円　利率：３％

　③借入期間　平成20年４月１日から平成20年５月30日ま

で

－ 17 －



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 157,367 59,018

売掛金 40,659 24,414

信託未収収益 17,164 54,167

営業投資有価証券 664,786 208,477

製品 18,726 7,021

短期貸付金 530,835 0

仕掛品 54 0

前払費用 7,089 765

未収収益  2,957

未収入金  7,676

その他 27,218 63,833

貸倒引当金 △429,941 △12,513

流動資産合計 1,033,960 415,819

固定資産   

有形固定資産   

建物 333 333

減価償却累計額 △300 △300

建物（純額） 33 33

車両運搬具  8,133

減価償却累計額  0

車両運搬具（純額）  8,133

工具、器具及び備品 49,286 50,089

減価償却累計額 △18,157 △32,793

工具、器具及び備品（純額） 31,129 17,296

有形固定資産合計 31,162 25,462

無形固定資産   

商標権 880 728

ソフトウエア 21,669 16,553

電話加入権 650 650

無形固定資産合計 23,200 17,932

投資その他の資産   

投資有価証券 44,597 487

関係会社株式 2,500  

その他の関係会社有価証券 170  

出資金 36,411 33,000

長期前払費用 830 0

役員長期貸付金 20,000 20,000

従業員長期貸付金 10,420 2,920



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

長期貸付金 18,038 216,101

敷金及び保証金 59,872 60,111

長期前払費用 830 0

その他投資 5,142 635,794

貸倒引当金 △21,197 △842,370

投資その他の資産合計 176,785 126,045

固定資産合計 231,147 169,440

資産合計 1,265,108 585,260

負債の部   

流動負債   

買掛金 65,165 5,681

短期借入金 456,000 206,001

未払金 69,937 139,515

未払費用  6,489

未払法人税等 5,652 6,836

預り金 52,782 163,620

組合出資預り金 8,168 8,168

その他 8,964 1,086

流動負債合計 666,671 537,400

固定負債   

債務保証損失引当金 220,000  

固定負債合計 220,000 0

負債合計 886,671 537,400

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,280,032 2,563,585

資本剰余金   

資本準備金 2,191,632 2,475,185

資本剰余金合計 2,191,632 2,475,185

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △4,089,849 △4,988,905

利益剰余金合計 △4,089,849 △4,988,905

自己株式 △2,038 △2,007

株主資本合計 379,777 47,859

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  

純資産合計 378,436 47,859

負債純資産合計 1,265,108 585,260



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 735,928 532,323

売上原価 447,074 408,055

売上総利益 288,854 124,268

販売費及び一般管理費 699,655 658,471

営業損失（△） △410,801 △534,203

営業外収益   

受取利息 9,576 5,002

匿名組合損益分配額 10,066 3,159

雑収入 2,453 3,182

営業外収益合計 22,097 11,344

営業外費用   

支払利息 21,985 11,459

新株発行費償却 4,706  

株式交付費  2,829

支払手数料 46,850 53,123

有価証券売却損  18,100

貸倒引当金繰入額  186,673

雑損失 526 1,540

営業外費用合計 74,069 273,726

経常損失（△） △462,772 △796,585

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,929 1,600

新株予約権戻入益 12,500  

出資金償還益 15,000  

特別利益合計 36,429 1,600

特別損失   

投資有価証券評価損 106,050 8,537

たな卸資産評価損 22,080  

貸倒引当金繰入額 333,314  

債務保証損失引当金繰入額 220,000  

投資有価証券売却損  1,775

匿名組合財産補填損失  88,445

和解金  4,361

特別損失合計 681,445 103,120

税引前当期純損失（△） △1,107,788 △898,105

法人税、住民税及び事業税 950 950

法人税等合計 950 950

当期純損失（△） △1,108,738 △899,055



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,277,607 2,280,032

当期変動額   

新株の発行 2,425 283,553

当期変動額合計 2,425  

当期末残高 2,280,032 2,563,585

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,189,207 2,191,632

当期変動額   

新株の発行 2,425 283,553

当期変動額合計 2,425  

当期末残高 2,191,632 2,475,185

資本剰余金合計   

前期末残高 2,189,207 2,191,632

当期変動額   

新株の発行 2,425 283,553

当期変動額合計 2,425  

当期末残高 2,191,632 2,475,185

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △2,981,110 △4,089,849

当期変動額   

当期純損失（△） △1,108,738 △899,055

当期変動額合計 △1,108,738  

当期末残高 △4,089,849 △4,988,905

利益剰余金合計   

前期末残高 △2,981,110 △4,089,849

当期変動額   

当期純損失（△） △1,108,738 △899,055

当期変動額合計 △1,108,738 △899,055

当期末残高 △4,089,849 △4,988,905

自己株式   

前期末残高 △2,038 △2,038

当期変動額   

自己株式の消却 － 31

当期末残高 △2,038 △2,007



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 1,483,666 379,777

当期変動額   

新株の発行 4,850 567,106

当期純損失（△） △1,108,738 △899,055

自己株式の消却 － 31

当期変動額合計 △1,108,738 △331,918

当期末残高 379,777 47,859

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △473 △1,340

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867 1,340

当期変動額合計 △867 1,340

当期末残高 △1,340 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △473 △1,340

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △867 1,340

当期変動額合計 △867 1,340

当期末残高 △1,340  

新株予約権   

前期末残高 12,500 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12,500 0

当期変動額合計 △12,500 －

当期末残高 －  

純資産合計   

前期末残高 1,495,693 378,436

当期変動額   

新株の発行 4,850 567,106

当期純損失（△） △1,108,738 △899,055

自己株式の消却 － 31

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,367 1,340

当期変動額合計 △1,117,256 △330,578

当期末残高 378,436 47,859



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

当社は、前々事業年度655,350千円、前事業年度493,377

千円、当事業年度410,801千円と大幅な営業損失を計上し

ており、また手許流動性も悪化しております。

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。

当該状況は、主として業務拡大に伴う人件費・経費の

増加、匿名組合等の出資に係る損失・評価損の取込、及

び貸付金等の融資と当該貸付金に対する貸倒引当金の計

上により生じたものであります。

当社は、当該状況を解消すべく、平成20年４月24日開

催の取締役会で決議しました第６回及び第７回新株予約

権の発行により当該引受権者の権利行使を通じて資本増

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、手許流動性の確保と有利子負債の削減を図ります。

また、信託部門での優秀な人材の確保やシステム強化等

の先行投資を行い、信託事業の拡充と収益拡大を実現さ

せます。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。

財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このよ

うな疑義の影響を財務諸表には反映しておりません。

当社は、前事業年度までの４事業年度に引き続き、当

事業年度においても534,203千円の営業損失を計上してお

ります。また、手許流動性も悪化しております。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。

当社は、平成21年６月以降、複数の事業会社を引受先

として第三者割当増資を実施する予定であります。また、

当社株式は現在、東京証券取引所の監理銘柄（審査中）

に指定されており、整理銘柄指定となった場合において、

増資を行うかは未定でありますが、その場合も含め、増

資ができない場合の融資の実行についても、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

するとともに、既存事業についても抜本的な見直しを図

り、信託事業を中心とした事業の拡充と収益拡大を実現

させます。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。

財務諸表は継続企業を前提として作成しており、このよ

うな疑義の影響を財務諸表には反映しておりません。

－ 1 －



６．その他

(1）役員の異動

開示内容が定まった時点で開示いたします。　

 

－ 2 －
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