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平成１８年３月期  個別財務諸表の概要 

平成１８年５月１９日 
 

会 社 名 株式会社 バーテックス リンク      上場取引所 JASDAQ 

コード番号 ９８１６                 本社所在都道府県   東京都 

（ＵＲＬ http://www.vertexlink.co.jp ） 
代  表  者 役 職 名   代表取締役社長 

氏    名    関 塚  聖 一 

問い合わせ先  責任者役職名    取 締 役 

グループ管理本部本部長 

        氏    名  林   美 代 治   ＴＥＬ（０３）５２５９－５１１０ 

決算取締役会開催日 平成１８年 ５ 月１９日     中間配当制度の有無  有 

配当支払開始予定日 平成 －年 －月 －日     定時株主総会開催日 平成１８年 ６ 月２９日 
単元株制度採用の有無 有（１単元1,000株） 
 

１．１８年３月期の業績（平成１７年４月１日～平成１８年３月３１日） 

(1) 経営成績                                   （注）百万円未満の金額は切り捨てて表示しております。 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

１８年３月期 

１７年３月期 

百万円   ％ 

１，５５９（△２９．４） 

２，２０８（ ４４．９） 

百万円   ％ 

△４１５（  －  ） 

△２４２（  － ） 

百万円   ％ 

△４１９（  － ） 

△３３６（  － ） 

 

 
当 期 純 利 益 

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 

株主資本 

当期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高 

経常利益率 

 

１８年３月期 

１７年３月期 

百万円  ％ 

△６４１( － ) 

△３７５( － ) 

円 銭 

△１７ １７ 

△１２ ９０ 

円 銭 

－ 

－ 

％ 

△２３．６ 

△２１．７ 

％ 

△１４．２ 

△１８．０ 

％ 

△２６．９ 

△１５．２ 

(注) 1．期中平均株式数   １８年３月期 37,340,945株   １７年３月期 29,139,534株 

   2．会計処理の方法の変更   無 

   3．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 

(2) 配当状況 

1株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

（年 間） 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 

１８年３月期 

１７年３月期 

円 銭 

   ０ ００ 

   ０ ００ 

円 銭 

   ０ ００ 

   ０ ００ 

円 銭 

   ０ ００ 

   ０ ００ 

百万円 

－ 

－ 

％ 

－ 

－ 

％ 

－ 

－ 
 

(3) 財政状態                                    

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1株当たり株主資本 

 

１８年３月期 

１７年３月期 

百万円 

３，０３５ 

２，８７４ 

百万円 

２，７１７ 

２，７２０ 

％ 

８９．５ 

９４．６ 

円  銭 

   ６９  ８２ 

７８  ７９ 

(注) 1．期末発行済株式数   １８年３月期 38,923,717株   １７年３月期 34,526,021株 
2．期末自己株式数    １８年３月期     17,179株   １７年３月期     14,875株 

 

２．１９年３月期の業績予想（平成１８年４月１日～平成１９年３月３１日） 

1株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中 間 期 

通  期 

百万円 

１，５００ 

１，６７０ 

百万円 

△３５ 

△１０ 

百万円 

△４０ 

△１５ 

円 銭 

００ ００ 

－ 

円 銭 

－ 

００ ００ 

円 銭 

－ 

００ ００ 

(参考) 1株当たり予想当期純利益（通期）   △０円 ３８銭 
 

※ 上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料

発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能

性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、決算短信（連

結）の９ページを参照してください。
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６．個別財務諸表等 
 
(1)貸借対照表 

  
第41期 

（平成17年３月31日） 
第42期 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金 ※１  509,603   172,956  

２．受取手形   6,269   2,026  

３．売掛金   352,722   188,072  

４．商品   252,231   224,519  

５．前渡金   4,391   3,006  

６．前払費用   10,640   7,335  

７．関係会社短期貸付金   130,000   396,000  

８．未収入金 ※４  －   130,871  

９．その他   21,696   3,273  

貸倒引当金   △250   △38,913  

流動資産合計   1,287,305 44.8  1,089,149 35.9 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物  15,580   18,011   

減価償却累計額  539 15,040  1,567 16,444  

(2) 車両運搬具  2,478   2,478   

減価償却累計額  2,262 215  2,324 153  

(3) 器具及び備品  52,671   65,871   

減価償却累計額  32,868 19,803  35,746 30,125  

有形固定資産合計   35,059 1.2  46,723 1.5 

２．無形固定資産        

(1) ソフトウェア   30,304   36,859  

(2) 電話加入権   2,654   2,654  

無形固定資産合計   32,959 1.2  39,514 1.3 

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   538,864   175,419  

(2) 関係会社株式   829,840   1,041,193  

(3) その他の関係会社有価証券   －   433,152  

(4) 破産更生債権等   7,517   1,480  

(5) 長期前払費用   －   67,228  

(6) 投資建物  20,200   18,686   

減価償却累計額  11,970 8,229  12,359 6,327  

(7) 投資土地   84,200   81,607  

(8) 差入保証金 ※１  42,112   43,353  

(9) 長期未収入金   174,234   198,392  

貸倒引当金   △166,274   △188,067  

投資その他の資産合計   1,518,723 52.8  1,860,087 61.3 

固定資産合計   1,586,742 55.2  1,946,325 64.1 

資産合計   2,874,048 100.0  3,035,474 100.0 
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第41期 

（平成17年３月31日） 
第42期 

（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）          

Ⅰ 流動負債        

１．買掛金 ※１  28,682   85,567  

２．未払金   46,093   82,353  

３．未払費用   12,020   13,472  

４．未払法人税等   17,079   7,343  

５．前受金   1,791   22,611  

６．預り金   1,635   2,933  

７．賞与引当金   14,649   16,744  

８．その他   22,520   27,962  

流動負債合計   144,473 5.1  258,988 8.5 

Ⅱ 固定負債        

１．繰延税金負債   －   76  

２．退職給付引当金   8,679   8,603  

３．関係会社事業損失引当金   －   50,000  

４．預り保証金   654   250  

固定負債合計   9,333 0.3  58,929 2.0 

負債合計   153,807 5.4  317,918 10.5 

        

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  2,704,081 94.1  3,023,231 99.6 

Ⅱ 資本剰余金        

１．資本準備金  2,662,159   337,991   

資本剰余金合計   2,662,159 92.6  337,991 11.1 

Ⅲ 利益剰余金        

１．当期未処理損失  2,643,018   641,055   

利益剰余金合計   △2,643,018 △92.0  △641,055 △21.1 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   △627 △0.0  111 0.0 

Ⅴ 自己株式 ※３  △2,354 △0.1  △2,722 △0.1 

資本合計   2,720,241 94.6  2,717,556 89.5 

負債・資本合計   2,874,048 100.0  3,035,474 100.0 
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(2)損益計算書 

  
第41期 

(自 平成16年４月 １日 
 至 平成17年３月31日) 

 第42期 
（自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   2,208,002 100.0  1,559,624 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  58,060   252,231   

２．当期商品仕入高  1,906,993   1,229,161   

合計  1,965,053   1,481,392   

３．他勘定振替高 ※２ 17,833   85,471   

４．商品期末たな卸高  252,231 1,694,988 76.8 224,519 1,171,402 75.1 

売上総利益   513,013 23.2  388,222 24.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3  755,114 34.2  803,881 51.5 

営業損失   242,101 △11.0  415,659 △26.6 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息 ※１ 2,040   6,747   

２．有価証券利息  －   3,538   

３．受取配当金  32   －   

４．受取賃貸料 ※１ 4,208   3,920   

５．出資金運用益  1,686   －   

６．その他  3,307 11,275 0.5 3,193 17,399 1.1 

Ⅴ 営業外費用        

１．新株発行費  98,993   5,745   

２．賃貸資産費用  1,586   1,505   

３．売上割引  －   4,379   

４．投資事業組合経費  －   2,434   

５．為替差損  －   6,136   

６．その他  4,962 105,542 4.7 1,317 21,518 1.4 

経常損失   336,368 △15.2  419,778 △26.9 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※４ 19   －   

２．貸倒引当金戻入益  2,328   144   

３．販売代理店契約解消益  － 2,347 0.1 100,000 100,145 6.4 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産除却損 ※５ 21,705   －   

２．投資有価証券評価損  －   37,100   

３．貸倒引当金繰入額  －   60,600   

４．関係会社事業損失引当金 

繰入額 
 －   50,000   

５．商品評価損 ※２ －   70,882   

６．投資事業組合投資損失  －   70,833   

７．減損損失 ※７ －   4,106   

８．関係会社整理損  10,392   －   

９．事業整理損 ※６ 3,905 36,004 1.7 23,837 317,359 20.3 

税引前当期純損失   370,024 △16.8  636,992 △40.8 

法人税、住民税及び

事業税 
    5,810 0.2  4,063 0.3 

当期純損失   375,834 △17.0  641,055 △41.1 

前期繰越損失   2,267,183   －  

当期未処理損失   2,643,018   641,055  
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(3)損失処理案 

  
第41期 

（平成17年３月期） 
第42期 

（平成18年３月期） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処理損失    2,643,018  641,055 

Ⅱ 損失処理額      

１．資本準備金取崩額  2,643,018 2,643,018 － － 

Ⅲ 次期繰越損失    －  641,055 

       

 

 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

第41期 
(自 平成16年４月 １日 
 至 平成17年３月31日) 

第42期 
（自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日） 

 

―――――― 

当社は、前事業年度まで継続的に営業損失を計上し

ており、当事業年度においても415,659千円の営業損

失を計上しております。また、手許資金（現金及び預

金）も前事業年度末 509,603千円から当事業年度末

172,956千円と大きく減少しております。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

おります。 

当社は当該状況を解消すべく、当事業年度において

既存事業のネットワークセキュリティ事業の拡大を

図る一方、不採算事業であったデジタルオーディオプ

レイヤー販売事業からの撤退を行うとともに新規事

業として商品開発ＯＥＭ・ＯＤＭ事業、半導体・ＬＣ

Ｄ事業の立上げのため、業務提携や資本提携を積極的

に推進し、堅固な収益構造の基盤を創り上げるよう努

めてまいりました。 

この結果、翌事業年度より商品開発ＯＥＭ・ＯＤＭ

事業では、大手メーカーからの大型ＯＥＭの受注、半

導体・ＬＣＤ事業では、大型案件のＬＣＤガラス製造

ラインの受注等、各新規事業において成果が見え始め

ております。また、これらを具体的、効果的に実現さ

せるための方策として、会社分割による純粋持株会社

体制に移行し、各事業を子会社化して、機動的な組織

再編や迅速な意思決定を可能ならしめ、利益計上でき

る体制を整えていく予定です。 

一方、財務面においては、平成18年５月16日に第

三者割当による新株式発行及び新株予約権の発行に

より730,000千円の資金調達を完了し、資金面での手

当が図られているとともに、成長性ある新規事業への

進出により、手許資金流動性の大幅な改善を目指して

まいります。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。 
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重要な会計方針 

項    目 
第41期 

(自 平成16年４月 １日 
 至 平成17年３月31日) 

 第42期 
（自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日） 

１. 有価証券の評価基準 
及び評価方法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 
移動平均法による原価法 

(2)その他有価証券 
時価のあるもの 
期末日の市場価格等に基
づく時価法 
（評価差額は、全部資本
直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により
算定） 

 時価のないもの 
 移動平均法による原価法 

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（証券取引法第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
最近の決算書を基礎とし、
持分相当額を純額で取り込
む方法によっております。 

(1)子会社株式及び関連会社株式 
同左 

(2)その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 
 
 
 
 
 
 時価のないもの 

同左 

２．デリバティブ等の評価基準 
及び評価方法 

  デリバティブ 
時価法 

  デリバティブ 
同左 

３. たな卸資産の評価基準及び 
評価方法 

  商品 
移動平均法による原価法 

商品 
同左 

４. 固定資産の減価償却の方法  (1)有形固定資産 
定率法（ただし、平成 10

年４月１日以降に取得した
建物（附属設備を除く）につ
いては定額法）を採用してお
ります。なお、主な耐用年数
は、以下のとおりでありま
す。 

建物        15年～18年 
車両運搬具          6年 
器具及び備品 2年～20年 

 (2)無形固定資産 
①市場販売目的ソフトウェア 

見込販売数量に基づく
償却方法（ただし、残存有
効期間に基づく均等配分
額を下限とする） 

②自社利用ソフトウェア 
社内における利用可能
期間（５年）に基づく定額
法 

(3)投資その他の資産  
投資建物 
定率法を採用しており
ます。なお、主な耐用年数
は、以下のとおりでありま
す。 

建物        13年～50年 

(1)有形固定資産 
同左 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

(2)無形固定資産 
①市場販売目的ソフトウェア 

同左 
 
 
 
②自社利用ソフトウェア 

同左 
 
 

(3)投資その他の資産 
投資建物 

同左 
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項    目 
第41期 

(自 平成16年４月 １日 
 至 平成17年３月31日) 

 第42期 
（自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日） 

５. 繰延資産の処理方法 新株発行費 
支出時に全額費用として
処理しております。 

新株発行費 
同左 

 

６. 外貨建の資産及び負債の本
邦通貨への換算基準 

 

外貨建金銭債権債務は、決
算日の直物為替相場により円
貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。 

同左 
 

７. 引当金の計上基準 
 

(1)貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失
に備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、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 

 (2)賞与引当金 
従業員に対して支給する
賞与に備えるため、支給見
込額のうち当事業年度負担
額を計上しております。 

(2)賞与引当金 
同左 

 
 
 

 (3)退職給付引当金 
従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末におけ
る退職給付債務及び年金資
産の見込額（簡便法）に基づ
き計上しております。 

(3)退職給付引当金 
同左 

 
 
 
 

 (4) 
―――――― 

(4)関係会社事業損失引当金 
関係会社の事業の損失に

備えるため、当社が負担する
と見込まれる損失見込額を
計上しております。 

８. 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 

９． ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 
為替予約の振当処理の要

件を満たすものについては、
振当処理によっております。 

(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 為替予約取引 
ヘッジ対象 外貨建 

金銭債権債務 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 
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項    目 

第41期 
(自 平成16年４月 １日 
 至 平成17年３月31日) 

第42期 
（自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日） 

 (3)ヘッジ方針 
外貨建取引の為替相場の

変動リスクを回避する目的で
為替予約取引を行っておりま
す。なお、デリバティブ取引
は実需に基づき行うこととし
ており、投機を目的とした取
引は行わないこととしており
ます。 

(3)ヘッジ方針 
同左 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 
ヘッジ開始時から有効性

判断時点までの期間におい
て、ヘッジ対象とヘッジ手段
の相場変動の累計を比較し、
両者の変動額等を基礎にして
判断しております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 
同左 

 (5)その他リスク管理 
デリバティブ取引に関す

る社内規程に基づき取引を行
っております。 

(5)その他リスク管理 
同左 

１０．その他財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理方法 
  税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理方法 
同左 

 (2)連結納税制度の適用 
―――――― 

(2)連結納税制度の適用 
当事業年度から連結納税
制度を適用しております。 

 

表示方法の変更 

第41期 
(自 平成16年４月 １日 
 至 平成17年３月31日) 

第42期 
（自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日） 

 

―――――― 

（貸借対照表） 
前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「未収入金」（前事業年度
18,273千円）については、資産の総額の100分の
１を超えたため区分掲記しております。 

 （損益計算書） 
１．前事業年度まで営業外費用の「その他」に含
めて表示しておりました「売上割引」（前事業年
度2,561千円）については、営業外費用の総額
の100分の10超となったため区分掲記しており
ます。 

２．前事業年度まで営業外費用の「その他」に含
めて表示しておりました「為替差損」（前事業年
度1,274千円）については、営業外費用の総額
の100分の10超となったため区分掲記しており
ます。 
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追加情報 

第41期 
(自 平成16年４月 １日 
 至 平成17年３月31日) 

第42期 
（自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日） 

1.「地方税法等の一部を改正する法律」（平成 15
年法律第９号）が平成15年３月31日に公布され、
平成 16年４月１日以降に開始する事業年度より
外形標準課税制度が導入されたことに伴い、当事
業年度から「法人事業税における外形標準課税部
分の損益計算書上の表示についての実務上の取
扱い」（平成16年２月13日 企業会計基準委員会 
実務対応報告第 12号）に従い法人事業税の付加
価値割及び資本割については、販売費及び一般管
理費に計上しております。 
 この結果、販売費及び一般管理費が11,269千円
増加し、営業損失、経常損失及び税引前当期純損
失がそれぞれ同額増加しております。 

1.連結財務諸表等「連結財務諸表作成のための基
本となる重要な事項 １．連結の範囲に関する事
項」に記載のとおり、投資事業有限責任組合を連
結の範囲に含めたことにあわせ、前事業年度まで
投資有価証券に含めて表示しておりました当該
出資の額（前事業年度500,000千円）については、
投資その他の資産の「その他の関係会社有価証
券」として表示する方法に変更しております。 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

第41期 
（平成17年３月31日） 

第42期 
（平成18年３月31日） 

※１．担保に供している資産及び担保付債務 
(1)担保に供している資産 
現金及び預金（注）      132,000千円 
差入保証金             3,883千円 

 
(2)上記に対応する債務 
買掛金                  1,825千円 

 
（注）為替予約締結及び輸入信用状開設の

ための担保差入であります。 

※１．担保に供している資産及び担保付債務 
(1)担保に供している資産 
差入保証金             3,939千円 

 
 

(2)上記に対応する債務 
買掛金                    622千円 

 
 

※２．授権株式数  普通株式   90,000,000株 
   発行済株式数 普通株式    34,540,896株 

※２．授権株式数  普通株式   90,000,000株 
   発行済株式数 普通株式    38,940,896株 

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式
14,875株であります。 

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式
17,179株であります。 

※４． 

―――――― 

※４．関係会社項目 
   関係会社に対する資産には、区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 
    流動資産  未収入金  53,082千円 

  ５． 

―――――― 

  ５．平成 17年６月 29日開催の定時株主総会に
おいて下記の欠損填補を行っております。 

    資本準備金        2,643,018千円 

  ６．資本の欠損の額は、2,645,372千円でありま
す。 

  ６．資本の欠損の額は、643,777千円であります。 
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当期中の発行済株式数の増加 

 発行年月日 発行形態 発行株式数(株) 発行価格(円) 資本組入額(円) 

平成17年  5月30日新株予約権の行使 1,700,000 154 130,900,000 

平成17年  7月11日新株予約権の行使 550,000 154 42,350,000 

平成17年  7月15日新株予約権の行使 100,000 154 7,700,000 

平成17年  7月22日新株予約権の行使 500,000 154 38,500,000 

平成17年  7月26日新株予約権の行使 80,000 91 3,680,000 

平成17年  8月12日新株予約権の行使 220,000 91 10,120,000 

平成17年  8月26日新株予約権の行使 150,000 136 10,200,000 

平成17年  9月 1日新株予約権の行使 100,000 154 7,700,000 

平成17年  9月20日新株予約権の行使 150,000 136 10,200,000 

平成17年 12月27日新株予約権の行使 320,000 136 21,760,000 

平成18年  1月 6日新株予約権の行使 150,000 136 10,200,000 

平成18年  1月11日新株予約権の行使 130,000 136 8,840,000 

第42期 

平成18年  3月22日新株予約権の行使 250,000 136 17,000,000 
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（損益計算書関係） 

第41期 
(自 平成16年４月 １日 
 至 平成17年３月31日) 

第42期 
（自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり
含まれております。 
関係会社よりの受取利息  1,962千円 
関係会社よりの受取賃貸料 1,440千円 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり
含まれております。 
関係会社よりの受取利息  6,441千円 
関係会社よりの受取賃貸料   920千円 

※２．他勘定振替高は次のとおりであります。 
消耗品費      14,896千円 
販売促進費      2,808千円 
その他             129千円   
   計        17,833千円  

※２．他勘定振替高は次のとおりであります。 
商品評価損          70,882千円 
消耗品費       3,398千円 
販売促進費      7,782千円 
その他           3,407千円   
   計        85,471千円  

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は
14％、一般管理費に属する費用のおおよその
割合は86％であります。 
主要な費用及び金額は次のとおりでありま
す。  
荷造運賃                   22,758千円 
倉庫料                     30,865千円 
業務委託費                 32,426千円 
広告宣伝費                 51,048千円 
役員報酬                   56,766千円 
給与手当                  212,791千円 
賞与引当金繰入額           14,649千円 
退職給付費用               17,360千円 
減価償却費                  6,975千円 
賃借料                     42,464千円 

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は
16％、一般管理費に属する費用のおおよその
割合は84％であります。 
主要な費用及び金額は次のとおりでありま
す。  
荷造運賃                   26,854千円 
倉庫料                     31,113千円 
業務委託費                 44,748千円 
広告宣伝費                 38,108千円 
役員報酬                   50,787千円 
給与手当                  254,229千円 
賞与引当金繰入額           12,243千円 
退職給付費用               21,960千円 
減価償却費                 13,890千円 
賃借料                     36,479千円 

※４．固定資産売却益は次のとおりであります。 
器具及び備品          19千円 

※４． 
―――――― 

※５．固定資産除却損は次のとおりであります。 
建    物                6,159千円 
器具及び備品        1,053千円 
ソフトウェア         14,492千円 

※５． 
                 ―――――― 
 

※６．事業整理損は次のとおりであります。 
サーバー事業関係投資の整理    3,905千円  

※６．事業整理損は次のとおりであります。 
デジタルオーディオプレイヤー整理損 

17,237千円 
監視カメラのソフトウェア整理損 

6,600千円 
※７． 

―――――― 
※７．減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類 

東京都 

港区西新橋 
賃貸マンション 土地及び建物 

当社は、投資不動産について、所在地ごとにグ

ルーピングを実施しております。当該資産グルー

プについては、建物等の時価が大幅に下落してお

り、また受取賃貸料も大幅に減少することが予想

されるため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額を減損損失4,106千円（投資建物1,513

千円、投資土地2,592千円）として特別損失に計上

しております。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は正味

売却価額により測定しており、当該建物等につい

ては鑑定評価額に基づいた時価により評価してお

ります。 
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①リース取引 

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

②有価証券 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）及び当事業年度（自平成17年４月１日 

至平成18年３月31日）における子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

③税効果会計 

 

第41期 
（平成17年３月31日） 

第42期 
（平成18年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

（千円） 

繰延税金資産（流動項目）        

賞与引当金                   5,962 

貸倒引当金                              102 

その他                                  969 

繰延税金資産（流動項目）小計        7,033 

評価性引当額                        △7,033 

繰延税金資産（流動項目）合計           － 

 

 

繰延税金資産（固定項目） 

繰越欠損金                        1,068,291 

貸倒引当金                           67,673 

退職給付引当金                        3,532 

一括償却資産                          1,960 

投資土地減損損失                     70,573 

その他                                1,343 

繰延税金資産（固定項目）小計    1,213,375 

評価性引当額                    △1,213,375 

繰延税金資産（固定項目）合計           － 

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原

因別の内訳 

（千円） 

繰延税金資産（流動項目）        

賞与引当金                   6,814 

商品評価損                           28,849 

貸倒引当金                           15,837 

その他                                1,047 

繰延税金資産（流動項目）小計       52,549 

評価性引当額                       △52,549 

繰延税金資産（流動項目）合計           － 

 

繰延税金資産（固定項目） 

繰越欠損金                        1,265,799 

貸倒引当金                           76,543 

退職給付引当金                        3,501 

関係会社事業損失引当金               20,350 

一括償却資産                          1,176 

投資土地減損損失                     71,628 

投資有価証券評価損                   16,188 

投資事業組合投資損失                 28,829 

その他                                  615 

繰延税金資産（固定項目）小計    1,484,633 

評価性引当額                    △1,484,633 

繰延税金資産（固定項目）合計           － 

 

繰延税金負債（固定項目） 

その他有価証券評価差額金                 76 

繰延税金負債（固定項目）合計           76 

繰延税金負債の純額                     76 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異の原因となった主な項目別の内

訳 
税引前当期純損失を計上しているため、

記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の

負担率との差異の原因となった主な項目別の内

訳 
同左 
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④１株当たり情報 

 

第41期 
(自 平成16年４月 １日 
 至 平成17年３月31日) 

第42期 
（自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日） 

 

１株当たり純資産額              78円79銭 

１株当たり当期純損失金額        12円90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、ストックオプションの権利付与及
び新株予約権の権利付与を行っておりますが、１
株当たり当期純損失を計上しているため、記載し
ておりません。 

 

１株当たり純資産額             69円82銭 

１株当たり当期純損失金額        17円17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、ストックオプションの権利付与及
び新株予約権の権利付与を行っておりますが、１
株当たり当期純損失を計上しているため、記載し
ておりません。 

 

(注) 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。 

 

 第41期 
（自 平成16年４月 １日 
  至 平成17年３月31日） 

第42期 
（自 平成17年４月 １日 
  至 平成18年３月31日） 

当期純損失(千円) 375,834 641,055 

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) 375,834 641,055 

期中平均株式数(千株) 29,139 37,340 

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 

新株予約権２種類(新株予約

権の目的となる株式の数

323,000株（普通株式）、うち

権 利 行 使 可 能 権利 株 数

78,000株) 

新株予約権２種類(新株予約

権の目的となる株式の数

323,000株（普通株式）、うち

権 利 行 使 可 能 権 利株 数

62,000株) 

 

⑤重要な後発事象 

 

第41期 
(自 平成16年４月 １日 
 至 平成17年３月31日) 

第42期 
（自 平成17年４月 １日 
    至 平成18年３月31日） 

１．平成 17年５月 20日開催の当社取締役会にお

いて、資本の欠損填補を目的とする資本準備金

の減少について第41回定時株主総会に付議する

ことの決議を行いました。その詳細については、

連結財務諸表における「重要な後発事象」に記

載のとおりであります。 

２．新株予約権の行使による増資 

平成17年５月30日に、平成16年11月８日開

催の当社取締役会の決議による新株予約権のう

ち261,800千円について権利行使を受けました。

その詳細については、連結財務諸表における「重

要な後発事象」に記載のとおりであります。 

１．平成 18年４月 28日開催の当社取締役会の決

議に基づき、第三者割当による新株式の発行を

行いました。その詳細については、連結財務諸

表における「重要な後発事象」に記載のとおり

であります。 

 

２．平成 18年４月 28日開催の当社取締役会の決

議に基づき、第４回新株予約権の発行を行いま

した。その詳細については、連結財務諸表にお

ける「重要な後発事象」に記載のとおりであり

ます。 
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７．役員の異動 
 （1）代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

 （2）その他の役員の異動 

①新任取締役候補 

取締役  赤澤 優   (当社 事業開発担当役員 就任予定) 

取締役  南部 隆宏 （現 経営戦略室室長代行  

兼 株式会社ジオブレイン代表取締役社長） 

取締役  木村 直紀 （現 株式会社バーテックスリンクコンサルティング取締役） 

（        同   代表取締役専務 就任予定） 

取締役  鈴木 青樹 （現 株式会社総和エステーツ代表取締役） 

取締役  福光 大輔 （現 株式会社エフアンドエム代表取締役） 

（注）鈴木青樹氏及び福光大輔氏は、商法第 188条第２項第７号ノ２に定める「社外取締役」
であります。 

 
②退任予定取締役 

取締役  木佐谷 康 （ネットワークセキュリティ部門を引き継ぐ 

新設子会社の代表取締役就任予定） 

取締役  高木 勝雄 （監査室室長 就任予定）  

取締役  阿部 敏彦 （退任予定） 

 

 （3）就任予定日   平成18年６月29日 

   


