
   平成 21 年９月 15 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 ） 

 

行政処分に関するお知らせ 
 

 当社は、本日付で、金融庁長官及び関東財務局長から以下のとおり、行政処分を受けましたので、

お知らせいたします。 

 

記 

１． 処分の内容 

（１）信託免許取消し処分 

信託業法第 44 条第１項第１号及び第６号に規定する処分事由が認められることから、信託業

法第３条の信託免許を取り消す処分。 

（２）信託業務の健全かつ適切な業務運営確保に係る処分 

 免許取消し処分後の当社における信託業務の健全かつ適切な業務運営を確保するため及び受益

者保護に係る措置を講じること。 

（３）有価証券届出書に係る処分 

当社が平成21年９月10日に提出した有価証券届出書について、当該届出書を受理した日から

96日を経過した平成21年 12月 16日に効力が生ずることとする行政処分。 

 

２． 信託免許取消し処分について 

（１）当社は、平成21年６月 18日に、金融庁長官より信託業法第44条第１項の規定に基づく業務の 

  一部停止命令（金監第1396号）および関東財務局長より信託業法第43条の規定に基づく業務改

善命令（関財金１第313号）を受けましたが、その後、当社より関東財務局長宛に提出された平

成21年８月31日付「『業務改善計画に係る実施状況報告書（第１回）』に係る追加報告書」、平成

21年９月10日付「業務改善計画に係る実施状況報告書（第２回）」、平成21年９月２日付「純資

産額が信託業法第５条第２項第２号の資本金の額に満たなくなった場合の届出書」及び当社公表

資料により、新たに①平成 21 年６月末において、純資産額（87 百万円）が信託業法上の免許基

準額（１億円）を下回っており、当該状況は平成21年９月 10日現在においても継続している。

②当社は、信託財産の運用先において、信託引受前に顧客に対して行った説明とは異なる取扱に

よって資金回収が行われ、運用先が本来回収すべき資金に未収が発生している事実を認識しなが

ら有効な是正措置を講じていなかった。この結果、運用先における未収金が拡大し、運用先から

信託勘定に支払われるべき資金が支払われておらず、また、これらの事実を顧客に対して適切に

説明していなかった。これらは受託者としての善管注意義務を果たしておらず、信託業法第 28

条第２項に違反するものと認められる。 

 

（２）さらに、受益者に対して適切な説明が行われていない等、依然として経営管理態勢や業務運営



 2

態勢が不十分な状態が継続していることや当局に提出した業務改善計画書に基づく改善の取り組

みは依然として不十分かつ不適切なものである。 

 

以上より、当社は、信託業法第44条第１項第１号及び第６号に規定する処分事由が認められること

から、信託業法第３条の信託免許を取り消す処分を受けることとなりました。 

 

３． 信託業務の健全かつ適切な業務運営確保に係る処分について 

上記「２．信託免許取消し処分について」と同様の事由から、信託業法第43条の「信託会社の

業務又は財産の状況に照らし、信託業務の健全且つ適切な業務運営を確保するため必要があると認

められるとき」に該当するものと判断されました。本命令において、①全受益者に対して、本命令

及び免許取消命令の内容並びに処分の理由に関する周知徹底を行うこと、②全受益者に対して、信

託契約の現状、受益者の権利等に関する説明と権利行使の意向の確認を行うこと、③当局又は受益

者から裁判所に対して受託者解任の申し立てがあった場合には、信託財産の適切な引継ぎを含め、

受益者保護を万全とする対応を行うこと、④信託財産の保全と分別管理を徹底するとともに、会社

財産を不当に費消する行為を行わないこと、⑤その他委託者及び受益者保護のために必要な対応を

行うこと等の措置を講じ、対応状況について平成21年９月末を初回として、２週間毎に当局に報

告することとされております。 

 

４． 有価証券届出書に係る処分について 

重要な事項について虚偽の記載がある金融商品取引法第24条第１項に規定する有価証券報告書

を平成18年６月 30日に提出した弊社は、当該記載について同法第24条の２第１項において準用

する同法第7条の規定による訂正報告書を提出した日である平成21年４月30日から1年以内であ

る平成21年９月10日に、同法第５条第１項に規定する有価証券届出書を提出したところであるが、

当社の状況は、金融商品取引法第24条の３において準用する同法第11条第１項（虚偽記載のある

有価証券届出書の届出後１年内の届出の効力の停止等）に該当するものと認められるため、当社の

平成21年９月第２四半期における同法第24条の４の７第１項に規定する四半期報告書の提出を勘

案する必要があるものと認められることから、当該届出書を受理した平成 21 年９月 10 日から 96

日を経過した平成21年12月16日に効力が生じることとする行政処分を受けることとなりました。 

 

５． これまでの経緯について 

当社は、平成 17 年５月に内閣総理大臣より、一般事業会社としては戦後第１号

となる信託免許を受け、著作権等の知的財産権を主に扱う信託会社として映画やア

ニメ、ゲームなどのコンテンツに投資する信託ファンドを数多く組成するなど、積

極的な事業展開を図って参りました。 

ところが、当社の経営状況は、平成 20 年６月に開示した当社元従業員による不 

祥事の発覚を契機に、厳しい環境におかれました。更に今年に入り、新たに過去の

不適切な取引（平成 21 年２月 24 日付「不適切な取引について」を参照）が発覚し、

平成 21 年３月期第３四半期報告書の提出が遅延し、監理銘柄（確認中）の指定と

なりました。（平成 21 年４月２日に提出したことで、監理銘柄（確認中）の指定は

解除されております。）また、当社株式は、東京証券取引所（以下「東証」という）

より有価証券上場規程施行規則第 605 条第 1 項第 14 号（有価証券上場規程第 601



 3

条第 1 項第 11 号ａ前段（上場会社が有価証券報告書等に虚偽記載を行った場合に

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）に指定されました。当社は上記「不適切な取引について」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等の訂正報告書及び決算

短信の訂正の提出・開示を完了いたしました。 

しかしながら、平成 22 年３月期第１四半期報告書の提出が、当社の資金繰り上

の問題から会計監査人が不在となり、提出が遅延する事態となり、再び監理銘柄（確

認中）となりました。その後、平成 21 年８月 25 日に短期的な資金繰りに目処が立

ったことから、会計監査人を選定し、平成 21 年９月４日に平成 22 年３月期第１四

半期報告書を提出し、９月５日に監理銘柄（確認中）の指定解除がされました。 

また、平成 21 年８月 26 日に東証より、有価証券報告書の訂正報告書における記

載の目的や経緯などを総合的に勘案した結果、上場廃止基準に該当しないと判断し

た旨の通知を受領し、東証の監理銘柄（審査中）への指定が解除されることとなり

ました。しかしながら、当社において体制の牽制機能や経理プロセスや決算プロセ

スが機能していなかったことが東証の審査によって判明したことから、当社におい

て内部管理体制等についての改善の必要性が高いと判断され、有価証券上場規程第

501 条第１項第 1 号の規定に基づき、当社株式を特設注意市場銘柄に指定されてお

りました。（平成 21 年８月 25 日付「当社株式の監理銘柄（審査中）指定の解除、

特設注意市場銘柄の指定に関するお知らせ」を参照）この特設注意市場銘柄とは、

当社が東証に対して、内部管理体制等の報告を平成 22 年８月 26 日に行い、改めて

東証の審査を受けるものであります。この審査を通れば、通常の市場銘柄に戻る事

となりますが、通らなかった場合は同様の報告及び審査を最長３年間行い、最終的

に通らなかった場合は上場廃止になる制度であります。その為、当社では更なる内

部管理体制の強化と報告書作成を行うために資金が必要となっておりました。 

一方、運用型信託会社の免許においては、個別業績における平成 21 年３月期末 

の純資産額が 17 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）を割り込んだことにより、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受ける可能

性がありました。 

このような背景から当社は、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ヶ月の業務の一部停止命令）、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

ぞれ受けておりました。金融庁長官からの行政処分は、①土井宏文代表取締役社長

（当時）自らの主導のもと、信託勘定から特別目的会社（SPC）に対して融資した

資金を、支払代行契約を結ぶことで当社の管理下に移し、平成 19 年 12 月と平成

20 年６月の２度にわたり固有勘定の返済資金に充てた、②平成 20 年４月、信託勘

定から法令及び契約上の根拠なく信託報酬の前払いと称して資金を引き出し、固有

勘定の返済資金等として流用した、③平成 18 年３月期及び平成 19 年３月期９月中

間期について、循環取引等により、重要な事項につき虚偽の記載のある有価証券報

告書等を提出した④平田充前代表取締役社長は、平成 21 年３月６日の就任から同

年６月１日の解任まで、当局の承認なく他の会社の代表取締役の常務に従事してい

た、⑤これらの法令違反行為等を防止できておらず、適切な法令等遵守態勢、内部
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管理態勢が構築されていない。また、信託業務を的確に遂行するに足りる人的構成

を有していない、⑥平成 21 年３月末には信託業法上の最低資本金額である 1 億円

を下回る純資産額（17 百万円）となり、同年４月末には債務超過（△55 百万円）

となっていることが理由でした。 

関東財務局長からの業務改善命令は、①受益者と協議の上、信託契約の解消、受

託者の変更その他受益者保護のために必要な対応を速やかに実施、②既存の信託財

産を保全し、受益者を保護するために必要な業務を適切に行うために必要な内部管

理態勢を整備、③信託財産の保全と分別管理を徹底するとともに、会社財産を不当

に費消する行為を行わない、④信託勘定から実行されている融資資金を目的外使用

している状況を解消するとともに、類似事案の発生の有無を確認、上記の4項目に

関する業務改善計画を平成21年６月25日までに提出し、以後、改善計画の実施完了

までの間、平成21年７月末を初回として、1ヶ月ごとに改善状況等を翌月10日まで

に報告する内容となっておりました。分別管理については、営業日ごとの報告を行

うこととなっておりました。業務停止は、平成21年６月19日（金）から同年９月18

日（金）までの間で、既存契約の信託財産の管理・返還にかかる業務、上記業務改

善命令の実施に必要な業務及び当局が個別に承認した業務を除き、信託業にかかる

業務ができなくなっておりました。 

それに対して当社は、平成21年６月25日業務改善計画を提出いたしました。この

計画の中には、最低純資産額を維持するために毀損した資本の回復、信託勘定から

の目的外使用分の返済およびその他未払債務の履行などが盛り込まれておりまし

た。その対応として、平成21年６月26日に発行総額700百万円の第三者割当による

新株式の発行を行いましたが、払込時に一部失権したことにより、調達した金額が、

346百万円に留まりました。この資金調達により最低純資産額（100百万円）を一時

回復しましたが、同年６月30日現在で再び割り込んでおり、信託免許の維持につい

て、重要な影響を及ぼす可能性がありました。その為、当社では継続的に最低純資

産額を回復する為に資本の補填が必要となっておりました。 

また、当社の資金繰りにおいても、予定していた資金使途の内、債務返済に予定

していた540百万円、運転資金90百万円に対して、第三者割当による新株式の発行

による増資での資金調達が及ばなかったことから、依然として資金不足の状況が続

き、新たな調達を行う必要がありました。そのため当社は、当面の資金を補うため

に平成21年６月29日に借入金による調達を試みましたが、受け取った小切手が資金

化できない事態になり、問題を解消することは出来ませんでした。 

上記のように、特設注意市場銘柄としての対応、運用型信託会社の免許における

最低純資産額の維持および資金繰りの問題から、新たな資本を補う方法でのファイ

ナンスを模索しておりました。 

そのため当社は、平成 21 年９月 10 日に第三者割当による新株予約権の発行決議

を行い、関東財務局に有価証券届出書の提出を行いました。しかしながら、その効

力発生を同年９月 28 日に控え、本日、金融庁長官から信託免許の取消しおよび関

東財務局長から平成 21 年９月 10 日提出の有価証券届出書の効力を平成 21 年 12

月 16 日まで延期するという内容の新たな行政処分を受けました。 
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６． 今後の見通し 

  当社としては、処分の内容を精査するとともに、処分内容に疑義が有れば、不服申立を含め検討 

いたします。受益者との対応については、当局と相談の上、進めて行きたいと考えております。 

   なお、当社の経営への影響については、本ファイナンスの効力が延期されたこ 

とによって、深刻なものとなります。ファイナンスの継続の有無については、割当 

先と協議を行ったうえで、変更があれば、速やかに開示いたします。また、当社の 

業績、資金繰りの影響につきましても、精査次第、改めてお知らせいたします。 

 

※ ステークホルダーの皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけし、心よりお詫び申し上

げます。また、平成 21 年６月 29 日に新体制となって以降、人的構成の抜本的見直しも含め適正

な業務を行えるよう努めてまいりましたが、このような結果となりましたこと重ねてお

詫び申し上げます。受益者の皆様につきましては、今後、当局と協議の上、対応

を進めて参りたいと思います。また、株主および取引先の皆様におかれましても、

多大なご迷惑をおかけいたしたことについて、深くお詫び申し上げます。 

 

以  上 
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（参考情報） 

 

セグメント情報 

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います。 

   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

行っています。 

        (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。 

 


