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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 45 △71.3 △214 ― △233 ― △265 ―
21年3月期第1四半期 157 ― △76 ― △80 ― △166 ―

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

22年3月期第1四半期 △539.70 ―
21年3月期第1四半期 △784.35 ―

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

22年3月期第1四半期 733 235 13.4 163.16
21年3月期 584 154 2.9 34.86

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  98百万円 21年3月期  16百万円

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

21年3月期 ― ― ― ― ―
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
（注）詳細は、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。 

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

81 △72.2 △296 ― △320 ― △412 ― △681.83

通期 144 △70.7 △504 ― △521 ― △604 ― △999.57



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、３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） 

(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 
（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、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。 

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） 22年3月期第1四半期 604,258株 21年3月期  484,670株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  18株 21年3月期  18株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 491,223株 21年3月期第1四半期 212,115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１四半期会計期間におけるわが国の景気は、製造業大企業を中心に業況感の悪化に歯止めがかかり、景気対策

としての公共投資の増加や内外在庫調整の進捗により輸出や生産の持ち直しの動きが見え始めており、下げ止まりの

動きが見られました。しかしながら、生産活動が極めて低い水準にあることから企業業績や雇用情勢の悪化が続く等、

依然として厳しい状況で推移しており、投資家の景気回復期待とリスク回避姿勢の強弱が見られました。

　このような状況の下、当社グループは、広範囲かつ多種多様にわたる信託事業や、コンテンツに関するアレンジメ

ント業務を行い、コンテンツ業界での信託事業を展開しつつ、新しいチャネルの開拓に努め、事業拡大を図って参り

ました。しかしながら、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により東京証券取引所より監

理銘柄（審査中）の指定を受けたこと（現在は、特設注意市場銘柄に指定）、平成21年３月期末で運用型信託会社の

免許基準である最低純資産額を割り込んだことによる影響も重なり、積極的な事業展開を図ることができず厳しい結

果となりました。

　また、信託業法に基づく処分で、金融庁より平成21年６月19日から３ヶ月間の一部業務停止命令、関東財務局より

業務改善命令を受けております。この命令を厳正に受け止め、信託事業を主力事業とする経営構造改革を進めており

ます。

　信託事業におきましては、投資環境が一段と厳しさを増している上に、監理銘柄（審査中）の指定（現在は、特設

注意市場銘柄）や、運用型信託会社の免許基準を割り込んだことにより信用力が低下し、新規案件を立ち上げること

が出来ませんでした。そのため、売上は既存案件の管理報酬のみとなっており、売上高は40百万円（前年同四半期比

47.2％減）、営業損失は５百万円（前年同四半期は、９百万円の営業利益）となりました。

　兼業事業におきましては、事業を信託部門に集中しつつあることから、ビジネスの規模は縮小傾向にあり、売上高

は４百万円（前年同四半期比94.5％減）、営業損失は96百万円（前年同四半期は、35百万の営業損失）となりました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高45百万円（前年同四半期比71.3％減）、営業損失214百万円

（前年同四半期は、76百万円の営業損失）、経常損失233百万円（前年同四半期は、80百万円の経常損失）、四半期純

損失265百万円（前年同四半期は、166百万円の四半期純損失）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当第１四半期連結会計期間末における総資産は、733百万円となり、前連結会計年度末比149百万円の増加となりま

した。　

　資産の部では、流動資産が589百万円になり、前連結会計年度末比169百万円の増加となりました。これは主に現金

及び預金が239百万円増加した一方、営業投資有価証券が56百万円減少したことによるものであります。

  固定資産は144百万円になり、前連結会計年度末比19百万円の減少となりました。これは主に出資金が14百万円減少

したためであります。

　負債の部では、流動負債が489百万円となり、前連結会計年度末比59百万円の増加となりました。これは主に未払金

が68百万円増加したためであります。

　固定負債は８百万円になり、前連結会計年度末比８百万円の増加となりました。これは長期未払金が８百万円増加

したためであります。

　純資産合計は235百万円となり、前連結会計年度末比81百万円の増加となりました。これは第三者割当増資により

346百万円増加した一方、四半期純損失265百万円を計上したためであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

（１）売上高

　当社は、平成21年６月18日に金融庁長官から信託業法第44条第１項に基づく行政処分（信託業にかかる３ヶ月の業

務停止命令）、関東財務局長から信託業法第43条の規定に基づく行政処分（業務改善命令）をそれぞれ受けておりま

す。これに伴い、現在当社の信託事業は業務停止状態にあり、既存契約の信託財産の管理・返還にかかる業務を中心

に行っております。既に信託契約の解消または受託者変更の手続が完了したものもありますが、引き続き交渉を重ね

ていかなければならない案件も残っており、業務が再開できたとしても新規案件のみに集中することが難しい状況に

あります。従って、既存案件の信託報酬の減額分を補って新規案件を獲得するというこれまでの計画を、ある程度見

直す必要が出てまいりました。

　また、兼業事業におきましても、第１四半期において事業の抜本的な見直しを行った結果、売上高が大幅に減少し

ました。現在、利益率の高い案件に絞って業務を行っておりますが、兼業部門の人員が第２四半期中で大幅に削減さ

れたこともあり、当社を取り巻く厳しい環境の中で、売上高の回復を図ることは難しいと判断しております。
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　このような状況を鑑みて、今期の収益計画を再度見直した結果、現時点で大幅な減収計画を作成いたしました。今

後の既存信託契約解消のスケジュールや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、

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処分を再度

受けるリスクを想定し、事業の再開および再生には時間を要すると判断いたし、この結果、売上高については、406百

万円の下方修正を行い、144百万円に留まるものと見込んでおります。

（２）営業利益および経常利益　

　営業利益および経常利益につきましては、売上高の見込みを下方修正したことに加え、内部管理態勢の強化など基

盤づくりを行う必要があることから、経費は増大すると見込んでおります。その結果、営業利益は前回予想に対して、

424百万円の下方修正を行い504百万円の損失とし、経常利益については441百万円の下方修正を行い521百万円の損失

と予想しております。

（３）当期純利益

　当期純利益については、今後コンテンツ制作ファンドの解散なども視野に入れ、現在見積もれるものから判断して

特別損失の計上を見込んでおります。従って、524百万円の下方修正をいたし、604百万円の損失となる見通しです。

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１四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出したものと著しい変更がないものと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を利用して貸倒見積高を算出しております。

　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前第１四半期連結会計期間において、たな卸資産を「製品」「仕掛品」に区分掲記しておりましたが、四半期

　連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則による流動資産の区分表示の改正（平成20年８月７日付

　内閣府令第50号）を適用し、「たな卸資産」の科目をもって一括して掲記しております。　　

　

②前第１四半期連結会計期間において、固定資産の投資その他の資産「その他」に含めて表示しておりました

「敷金及び保証金」は、重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することといたしまし

た。なお、前第１四半期連結会計期間の固定資産の投資その他の資産「その他」に含まれる「敷金及び保証金」

は59,938千円であります。　
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 307,691 67,996

売掛金 3,760 8,664

信託未収収益 61,257 63,695

営業投資有価証券 104,643 161,110

たな卸資産 3,216 5,263

短期貸付金 150,624 138,015

1年内回収予定の役員貸付金 － 20,000

その他 71,714 49,424

貸倒引当金 △113,659 △94,165

流動資産合計 589,248 420,006

固定資産   

有形固定資産 22,001 25,166

無形固定資産   

ソフトウエア 15,154 16,553

その他 1,341 1,379

無形固定資産合計 16,496 17,932

投資その他の資産   

投資有価証券 436 436

出資金 18,511 33,000

長期貸付金 215,618 216,101

敷金及び保証金 60,458 60,111

破産更生債権等 － 521,702

その他 22,469 22,519

貸倒引当金 △211,321 △732,409

投資その他の資産合計 106,172 121,463

固定資産合計 144,670 164,563

資産合計 733,918 584,569



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,814 5,681

短期借入金 78,761 76,217

未払金 221,317 152,390

預り金 166,851 164,570

未払法人税等 3,908 7,266

組合出資預り金 8,168 8,168

その他 9,003 15,952

流動負債合計 489,826 430,249

固定負債   

長期未払金 8,148 －

固定負債合計 8,148 －

負債合計 497,974 430,249

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,736,988 2,563,585

資本剰余金 2,648,588 2,475,185

利益剰余金 △5,284,979 △5,019,867

自己株式 △2,007 △2,007

株主資本合計 98,590 16,896

少数株主持分 137,353 137,423

純資産合計 235,943 154,319

負債純資産合計 733,918 584,569



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 157,836 45,361

売上原価 77,208 60,213

売上総利益又は売上総損失（△） 80,627 △14,851

販売費及び一般管理費 156,743 200,039

営業損失（△） △76,115 △214,891

営業外収益   

受取利息 1,381 790

持分法による投資利益 － 91

匿名組合損益分配額 184 440

還付消費税等 1,208 －

雑収入 568 309

営業外収益合計 3,342 1,633

営業外費用   

支払利息 1,212 599

持分法による投資損失 75 －

株式交付費 823 312

支払手数料 5,463 19,047

貸倒引当金繰入額 － 615

営業外費用合計 7,574 20,573

経常損失（△） △80,347 △233,831

特別利益   

貸倒引当金戻入額 600 6,565

前期損益修正益 － 12,154

特別利益合計 600 18,719

特別損失   

出資金評価損 － 14,488

貸倒引当金繰入額 － 19,261

課徴金 － 6,000

前渡金償却損 － 2,361

過年度遅延損害金 － 4,813

遅延損害金 － 1,309

前期損益修正損 － 1,276

特別損失合計 88,445 49,511

税金等調整前四半期純損失（△） △168,193 △264,623

法人税、住民税及び事業税 237 557

法人税等合計 237 557

少数株主損失（△） △2,058 △69

四半期純損失（△） △166,372 △265,111



（４）継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　当社グループは、前連結会計年度までの５連続会計年度において継続的に、営業損失及び営業活動によるキャッシュ・

フローのマイナスを計上しており、当第１四半期連結会計期間においても214,891千円の営業損失及び98,246千円の営業

活動によるキャッシュ・フローのマイナスを計上しております。

　また、信託業法に基づき、平成21年６月18日付で金融庁より３ヶ月間の一部業務停止命令、及び関東財務局より業務

改善命令を受けており、かつ、当第１四半期会計期間末の当社における純資産額は運用型信託会社の免許基準である

100,000千円を割り込んで87,089千円となっており信託免許の維持に関するリスクが存在しております。これらの事象に

伴う信用力の低下等の要因により、当第１四半期連結会計期間における売上高が著しく減少しております。

　資金面に関しては、第１四半期連結会計期間中に予定しておりました第三者割当増資による資金調達は、当初の予定

額を大きく下回る結果となり、その不足分の補填のため計画した借入による資金調達も実現しておらず、新たな資金調

達を模索しております。

　当該状況により、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。

　四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況を解消すべく、当社代表取締役社長齊藤勝久より合計99,850千

円の借入を行いました。これに加えて、新たな資金調達を検討し、信託会社としての財産基盤を強化するとともに、手

許資金を確保する予定であります。

　また、経営構造改革の一環として平成21年７月以降、機構改革ならびに人事整備の見直しを実施いたしました。機構

改革では信託業務の健全かつ適切な業務運営を確保すること、管理部門の強化も含めた再整備を目的とし、人事整備の

見直しでは、信託事業強化に向けて信託知識及び経験者を採用しております。

　さらに、経営基盤を強固なものにした上で、人員及び資源を信託部門に集中し、新しい信託商品を創りだして事業の

拡充と収益拡大を目指します。そして、販売費及び一般管理費の削減や利益率向上のための経営構造改革を断行し、利

益体質への改善を図っていく計画であります。

　しかし、これらの対応策を講じたとしても、業務停止期間の延長や免許取消しの可能性があるほか、今後のファイナ

ンスが確実に実行されるかどうか、あるいは計画どおりに収益があげられるかどうかについては不透明であり、現時点

では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　なお、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、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を

四半期連結財務諸表に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〕

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６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 77,475 80,360 157,836 － 157,836

営業利益又は営業損失（△） 9,398 △35,626 △26,227 (△49,887) △76,115

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６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 40,920 4,441 45,361 － 45,361

営業損失（△） △5,965 △96,732 △102,697 (△112,193) △214,891

　（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。
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〔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

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至

　平成21年６月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　　　　　 604,258株

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　　 　　　　　 18株

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。

　　 ５．株主資本の金額の著しい変動に関する事項

　当社は、平成21年６月10日開催の当社取締役会において、LAKEWOOD１号投資事業組合、STAR GATE　

INVESTMENT HOLDINGS LTD及びTEARS INVESTMENT HOLDINGS PTE LTDを割当先として、第三者割当による新株式

の発行を決議しました。同年６月26日に上記３者より払込みを受けたことにより、当第１四半期連結会計期間

において資本金が173,402千円、資本準備金173,402千円増加しました。この結果、当第１四半期連結会計期間

末において資本金が2,736,988千円、資本剰余金が2,648,588千円となっております。
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