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平成 21 年９月４日 
各      位 

会 社 名  ｼﾞｬﾊﾟﾝ･ﾃﾞｼﾞﾀﾙ･ｺﾝﾃﾝﾂ信託株式会社 
代表者名  代表取締役社長  齊藤 勝久 
（コード番号 ４８１５ 東証マザーズ） 

問い合わせ先  経営管理部長兼財務管理部長 齊藤 茂行 
（TEL． ０３－５５４５－１８６０ ） 

 
 

平成 22 年３月期業績予想の修正に関するお知らせ 
 

 当社の平成 22 年３月期（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）の業績予想について、平成 21

年 6 月 10 日に発表いたしました「（訂正）平成 21 年 3 月期決算短信の一部訂正について」の通期業績

予想及び平成 21 年６月 18 日に発表いたしました「平成 22 年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」

の第２四半期業績予想について、下記の通り修正いたしますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 平成 22 年３月期業績予想数値の修正 

（１） 連結業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） ５５０ △８０ △８０ △８０ 

今回修正予想（Ｂ） １４４ △５０４ △５２１ △６０４ 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △４０６ △４２４ △４４１ △５２４ 

増  減  率（％） △７３．８ － － － 

前期実績（平成 21 年３月期） ４９１ △６５３ △８８０ △９３６ 

 

（２） 個別業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） ５７０ △６０ △６０ △６０ 

今回修正予想（Ｂ） １４２ △５０２ △５１９ △６１２ 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △４２８ △４４２ △４５９ △５５２ 

増  減  率（％） △７５．１ － － － 

前期実績（平成 21 年３月期） ５４１ △５６４ △８０７ △９２９ 

 

２． 平成 22 年３月期第２四半期業績予想数値の修正 

（１） 連結業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） １４６ △１８４ △１８４ △１８４ 

今回修正予想（Ｂ） ８１ △２９６ △３２０ △４１２ 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △６５ △１１２ △１３６ △２２８ 

増  減  率（％） △４４．５ － － － 

 

 



2 

（２） 個別業績予想数値の修正（平成 21 年４月１日～平成 21 年９月 30 日） 

（単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想（Ａ） １６６ △１６４ △１６４ △１６４ 

今回修正予想（Ｂ） ７９ △２９４ △３１２ △４０４ 

増 減 額（Ｂ－Ａ） △８７ △１３０ △１４８ △２４０ 

増  減  率（％） △５２．４ － － － 

 

３． 平成 22 年３月期業績予想修正の理由 

（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。（平成 21 年６月 18 日付「金融庁からの３ヶ月業務停止命

令、関東財務局からの業務改善命令について」を参照） 

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、当第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

上高が大幅に減少いたしました。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苦戦を強いられております。 

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 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 百万円といたしております。 

 

（３） 当期純利益 

当期純利益については、今後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

となる見通しです。 

なお、個別業績予想数値の修正理由も、上記連結業績予想数値の修正理由と同様であります。 

 

４．平成 22 年３月期第２四半期業績予想修正の理由 

(１) 売上高 

信託部門の売上に関しましては、第２四半期末まで業務停止期間中であるため、新規案件を立ち

上げることができませんでした。また、平成21年6月18日に公表した業績予想修正に見込んでいなか

った信託契約の解消や受託者の変更が進みつつある中、既存案件の信託管理報酬は減少する見通し

となりました。兼業部門につきましても、人員削減がなされた中、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、第２四半期末までに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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この結果、第２四半期連結累計期間の売上高は 65 百万円の下方修正を行い、81 百万円と見込ん

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で大幅に減少する

もの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、112 百万円の下方修正を行い

△296百万円とし、経常利益については136百万円の下方修正を行い△320百万円と致しております。 

 

（３）当期純利益 

当期純利益についても売上高の見込みを下方修正したことで、大幅に減少するものと見込んでお

ります。この結果、228 百万円の下方修正を致し、△412 百万円となる見通しです。 

なお、個別業績予想数値の修正理由も、上記連結業績予想数値の修正理由と同様であります。 

 

５．今後の見通しについて 

当社の現在の経営課題は、①直近の運転資金の確保②信託事業の安定的な継続のための純資産の確

保③内部管理態勢の強化であると考えております。事業収益による営業キャッシュフローについては、

事業再生に時間を要すると判断しておりますので、エクイティ・ファイナンスによる資本増強が喫緊

の課題となります。これによって、財務基盤が強化されれば、当社のかかえる経営問題の解消が図れ

るほか、企業価値の向上が図れるものと考えております。 
 
※ 上記記載の各数値は、現状での入手可能な情報に基づいた判断及び予測に基づいて算出し

た見通しであり、リスクや不確実性を含んでおります。また、今後の当社の事業を取り巻

く経営環境の変化、市場の動向、為替の変動等により、実際の業績が現状の見通しの数値

と大きく異なる可能性があります。  
 

以上 

 


