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会 社 名  株式会社 バーテックス リンク 

代表者名  代表取締役社長  関塚  聖一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８１６） 

問合せ先 

役職・氏名 取締役ｸﾞﾙｰﾌﾟ管理本部本部長 

林 美代治 

電 話 番 号 ０３－５２５９－５１１０ 

 

会社分割による持株会社体制への移行に関するお知らせ 

 

株式会社バーテックス リンク（以下「当社」という）の持株会社体制への移行につきましては、平成18年

２月27日及び５月26日付でその概要を公表しておりますが、本日開催の当社取締役会において、平成18年10

月１日（吸収分割）及び平成18年10月２日（新設分割）（以下「分割期日」という）を期して、会社分割し

持株会社体制に移行することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

１．会社分割の目的 

 

当社は、平成16年２月より事業拡大のため既存事業及び新規事業への投資を行ってまいりました。ま

た、新規ビジネスの立ち上げに対しては子会社化して事業を展開してまいりました。一方、それぞれの

分野において事業の重複等を含めたビジネス上非効率な面及びセグメントが不明確という弊害が出てま

いりました。そのために、当社の今後推進する事業区分の明確化及び資源の効率的配分を図り、本体の

事業及び子会社の事業再編成が必要となりました。その手法として本体の３事業と従来から子会社化し

ている２事業を合わせ、５つのセグメントで純粋持株会社体制へ移行するものといたしました。 

新体制移行後は、各承継会社及び既存会社がそれぞれの専門性を向上させ、また、新規ビジネスへの

挑戦を促進し、グループ全体の企業価値を増大させていきたいと考えております。 
 

（１）事業ポートフォリオの最適化 

グループ経営資源（資金・人員・設備）を効率的に配分する。 

（２）迅速な意思決定・機動的な再編 

スピード経営を実現することにより、各事業の収益力・競争力を強化する。また、経営管理機

能と事業執行機能を分離し、経営の機動性を高める。 

 

２．会社分割の要旨 

 （１）分割の日程 

分割計画及び分割契約承認取締役会   平成18年８月11日 

分割計画及び分割契約調印           平成18年８月11日 

効 力 発 生 日（分 割 期 日）        平成18年10月１日（吸収分割）及び２日（新設分割） 

分  割  登  記                   平成18年10月２日 

 

 （２）分割の方式 

①分割方式 

当社は株主総会の承認を得ない簡易分割による分割会社となります。当社の完全子会社である

株式会社バーテックスリンク デジタルデザインを承継会社とする分社型吸収分割と、新設会社



 
「株式会社ＶＬＥＸ」及び新設会社「株式会社アイティネクスト」を承継会社とする分社型新設

分割を行います。各承継会社がそれぞれ当社から承継する事業は以下のとおりです。 

 

 

承継会社 当社から承継する事業 

株式会社バーテックスリンク 

デジタルデザイン(※１) 
商品の企画開発事業、ＯＥＭ事業、ＯＤＭ事業及びレセプト事業 

株式会社ＶＬＥＸ 情報機器商品の販売 

株式会社アイティネクスト ハードウェア及びソフトウェアのネットワークセキュリティ事業 

(※１) 株式会社バーテックスリンク デジタルデザインは平成18年10月１日付で株式会社バー

テックスリンク フォーステックに商号変更予定です。 

 

②当分割方式を採用した理由 

持株会社体制への移行を効率的かつ円滑に実施するため、当該分割方式を採用いたしました。 

 

 （３）株式の割当 

吸収分割に際して株式会社バーテックスリンク デジタルデザインが発行する普通株式4,500株

及び新設分割に際して株式会社ＶＬＥＸが発行する普通株式2,200株と株式会社アイティネクスト

が発行する普通株式1,200株は、全て当社に割り当てます。 

 

 （４）分割会社の減少すべき資本金の額等、株式の消却方法、分割交付金 

いずれも該当事項はありません。 

 

 （５）当社の新株予約権に関する取扱いについて 

当社の新株予約権の新株予約権者に対して、当該新株予約権に代わるものとして承継会社の新株

予約権は交付いたしません。 

 

（６）会計処理の概要 

当社（分割会社）においては、新設会社（承継会社）に承継させる資産と負債の差額を子会社株

式に計上いたします。承継会社においては、承継した資産と負債の差額を純資産の部に計上いたし

ます。 

なお、承継会社は分割会社の 100％子会社であり共通支配下の取引となるため、移転される資産･

負債については分割会社は移転損益を認識せず、また承継会社においても分割会社における移転前

に付された適正な帳簿価額で計上されます。 

 

（７）承継会社が承継する権利義務 

各承継会社は、分割計画書及び分割契約書に記載された一定の項目を除き、分割期日における当

社の各承継対象事業に属する資産、負債及び各種契約などの権利義務並びに従業員との雇用契約を

承継いたします。 

 

 （８）債務履行の見込み 

分割会社及び各承継会社においては、本件分割後も資産の額が負債の額を上回ることが見込まれ

ること、ならびに事業活動においても負担する債務の履行に支障を及ぼす事態の発生は現在のとこ

ろ予想されていないことから、債務の履行の見込みがあるものと判断しております。 



 
 

 （９）承継会社に新たに就任する役員 

（１）商号 

株式会社 

バーテックスリンク 

デジタルデザイン 

（株式会社バーテックスリンク 

フォーステックに商号変更予

定） 

株式会社ＶＬＥＸ 株式会社アイティネクスト 

（２）取締役 
小澤  剛  

猪飼 恒慶 

赤澤    優 

関塚 聖一 

木村 直紀 

相馬 隆道 

木佐谷 康 

関塚  聖一 

木村 直紀 

中川  智晴 

（３）監査役 － 林 美代治 林 美代治 

 



 
３．分割当事会社の概要 

 

 
分割会社 

（平成18年３月31日） 

吸収分割承継会社 

（平成18年３月31日） 

新設分割承継会社 

（設立時の予定） 

新設分割承継会社 

（設立時の予定） 

（１）商号 
株式会社 

バーテックス リンク 

株式会社 

バーテックスリンク 

デジタルデザイン 

（株式会社バーテック

スリンク フォーステ

ックに商号変更予定） 

株式会社ＶＬＥＸ 

 

株式会社 

アイティネクスト 

（２）事業内容 ＩＴ関連卸売業 

各種ホームページ及び

販売広告サイト等の製

作・編集加工事業 

プロジェクトごとの企

画販売提案事業 

コンテンツプロモーシ

ョン事業 

ＩＴ関連企画販売事業 

複合素材事業 

情報セキュリティコン

サルティング業務及び

システムインテグレー

ター業務 

（３）設立年月日 昭和40年２月４日 平成17年８月18日 平成18年10月２日 平成18年10月２日 

（４）本店所在地 
東京都千代田区神田 

錦町三丁目15番地 

東京都千代田区神田 

錦町三丁目15番地２ 

東京都千代田区神田 

錦町三丁目15番地 

東京都千代田区神田 

錦町三丁目15番地 

（５）代表者 
代表取締役社長 

関塚聖一 

代表取締役社長 

関塚聖一 

代表取締役社長 

赤澤 優 

代表取締役社長 

木佐谷 康 

（６）資本金の額 3,023百万円 10百万円 90百万円 40百万円 

（７）発行済 

株式総数 
38,940,896株 200株 2,200株 1,200株 

（８）純資産 2,717百万円 ７百万円 未確定 未確定 

（９）総資産 3,035百万円 ７百万円 未確定 未確定 

（10）事業年度の 

末日(決算期) 
３月31日 ３月31日 ３月31日 ３月31日 

（11）従業員数 59名 － 未確定 未確定 

（12）主要取引先 

ソフトバンクＢＢ㈱ 

㈱エディオン 

㈱ヨドバシカメラ 

－ 東芝情報機器㈱ 
富士通ミドルウェア㈱ 

ＮＥＣソフト㈱ 

（13）大株主の状況 

と持株比率 

大阪証券金融㈱  

4.65% 

大和証券㈱ 

4.04% 

中村達三 

3.85% 

㈱バーテックス リンク 

100.00% 

㈱バーテックス リンク 

 100.00% 

㈱バーテックス リンク 

100.00% 

（14）主要取引銀行 三菱東京ＵＦＪ銀行 三井住友銀行 未確定 未確定 

資本関係 全株式を当社が保有する完全子会社であります。 

人的関係 
分割会社の取締役等の一部が、各承継会社の取締役及び監査役を兼務する

ことを予定しております。 
（15）当事会社との 

関係 

取引関係 
各承継会社から分割会社へ配当、経営管理料、業務受託料等の収入を予定

しております。 

 

 

 



 
（16）最近３決算期間の業績                                             （単位 百万円） 

 
株式会社バーテックス リンク 

（分割会社） 

株式会社バーテックスリンク 
デジタルデザイン 
（承継会社） 

決算期 
平成16年 
３月期 

平成17年 
３月期 

平成18年 
３月期 

平成16年 
３月期 

平成17年 
３月期 

平成18年 
３月期 

売上高 1,523 2,208 1,559 － － 0 

営業利益 △240 △242 △415 － － △2 

経常利益 △287 △336 △419 － － △2 

当期純利益 △792 △375 △641 － － △2 

１株当たり当期純利益（円） △102.35 △12.90 △17.17 － － △12,825.44 

１株当たり配当金（円） － － － － － － 

１株当たり純資産（円） 67.44 78.79 69.82 － － 37,174.57 

 

 

４．分割する事業部門の内容 

  

（１）商品の企画開発事業、ＯＥＭ事業、ＯＤＭ事業及びレセプト事業 

①平成18年３月期における経営成績                                       (単位:百万円) 

 部門（ａ） 当社平成18年３月期実績（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 

売上高   126 1,559  8.1% 

売上総利益 20 388  5.2% 

営業利益 △89 △415 － 

②資産、負債の項目及び金額（平成18年３月31日現在）                     (単位:百万円) 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 287 流動負債 75 

固定資産 68 固定負債 0 

合計 356 合計 75 

 

（２）情報機器商品の販売 

①平成18年３月期における経営成績                                       (単位:百万円) 

 部門（ａ） 当社平成18年３月期実績（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 

売上高 1,068 1,559  68.5% 

売上総利益 258 388  66.6% 

営業利益 △386 △415 － 

②資産、負債の項目及び金額（平成18年３月31日現在）                     (単位:百万円) 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 28 流動負債 3 

固定資産 1 固定負債 0 

合計 29 合計 3 

 



 
 

（３）ハードウェア及びソフトウェアのネットワークセキュリティ事業 

①平成18年３月期における経営成績                                       (単位:百万円) 

 部門（ａ） 当社平成18年３月期実績（ｂ） 比率（ａ／ｂ） 

売上高 364 1,559 23.3％ 

売上総利益 109 388 28.2％ 

営業利益 △70 △415 － 

②資産、負債の項目及び金額（平成18年３月31日現在）                     (単位:百万円) 

資産 負債 

項目 帳簿価額 項目 帳簿価額 

流動資産 146 流動負債 60 

固定資産 6 固定負債 0 

合計 153 合計 60 

 

 

５．分割後の当社の状況 

 （１）商号  株式会社バーテックス リンク 

 （２）事業内容  ＩＴ関連卸売業 

 （３）本店所在地 東京都千代田区神田錦町三丁目15番地 

 （４）代表者  代表取締役社長 関塚聖一 

 （５）資本金の額 3,383百万円 

 （６）総資産  未確定 

 （７）事業年度の末日 

(決算期) ３月31日 

 （８）業績に与える影響 

吸収分割承継会社である株式会社バーテックスリンク デジタルデザインは当社の完全子会社

であり、また新設分割承継会社「株式会社ＶＬＥＸ」及び新設分割承継会社「株式会社アイティネ

クスト」も完全子会社となる予定のため、当社の連結業績に与える影響は軽微であります。 

 

 



 
６．分割後の当社グループはの以下のとおりであります。 

 

＜提 出 日 現 在＞                                              ＜分   割   後＞ 

ハードウェアセキュリティ事業 

セキュリティソリューション事業本部 

 ハードウェア及びソフトウェアのネットワーク

セキュリティ事業 

㈱アイティネクスト 

㈱バーテックスリンク コンサルティング 

マルチメディア・電源等事業   

㈱
バ
ー
テ
ッ
ク
ス
リ
ン
ク 

半導体・ＬＣＤ装置関連事業 

  

 商品の企画開発事業、ＯＥＭ事業、ＯＤＭ事業

及びレセプト事業 

㈱バーテックスリンク フォーステック 

VERTEX LINK（ASIA）LIMITED（在香港） 

    

㈱ＶＬＩ   

  

㈱ジオブレイン  

  

情報機器商品の販売 

ハードウェアセキュリティ事業 

㈱ＶＬＥＸ 

コンテンツ・メディア・ミックス㈱   

   

㈱バーテックスリンク コンサルティング  

  

㈱ブイ・エル・アール  

セールスプロモーション事業 

㈱ジオブレイン 

コンテンツ・メディア・ミックス㈱ 

   

㈱エー・エム・コンポジット   

  

㈱バーテックスリンク デジタルデザイン 

 

 

事業再生コンサルティング事業 

㈱ＶＬＩ 

VERTEX LINK INVESTMENTS（ASIA）LIMITED（在

香港） 

VERTEX LINK（ASIA）LIMITED（在香港）   

   

VERTEX LINK INVESTMENTS（ASIA）LIMITED

（在香港） 

 

  

VL-ATEC（在韓）  

※その他 

㈱ブイ・エル・アール 

㈱エー・エム・コンポジット 

 

  

連

結

子

会

社

・

関

連

会

社

等 

VL-Techno-Semi con Corporation（在印）  

VL-ATEC（在韓） 

VL-Techno-Semi con Corporation（在印） 

 

 

以上 


