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平成１９年３月期     個別中間財務諸表の概要 平成１８年１１月２２日 

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

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  南  部  隆  宏 
問合せ先責任者 役職名 経営戦略室室長          氏名  山  田  康  裕   ＴＥＬ（０３）５２５９－５１１０        
決算取締役会開催日   平成１８年１１月２２日  配当支払開始日      － 

単元株制度採用の有無 有（１単元 １，０００株） 

 

１．１８年９月中間期の業績(平成１８年４月１日～平成１８年９月３０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９月中間期 

17年９月中間期 

百万円   ％ 

 ２９２ （△72.1） 

１，０４７  （25.7） 

百万円   ％ 

△３１４  （ － ） 

△１７６  （ － ） 

百万円   ％ 

△３２９  （ － ） 

△１８２  （ － ） 

18年３月期 １，５５９ △４１５ △４１９ 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

18年９月中間期 

17年９月中間期 

百万円   ％ 

△１，８３９  （ － ） 

△８１  （ － ） 

円   銭 

△３９  ６０ 

△２  ２５ 

 

18年３月期 △６４１ △１７  １７  

(注)①期中平均株式数 18年９月中間期 46,464,157株 17年９月中間期 36,305,097株 18年３月期 37,340,945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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
(2)財政状態                       

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

18年９月中間期 

17年９月中間期 

百万円 

２，３６６ 

３，３３０ 

百万円 

１，６２１ 

３，１６１ 

％ 

６７．５ 

９４．９ 

円   銭 

３２    ６６ 

８３  ０２ 

18年３月期 ３，０３５ ２，７１７ ８９．５ ６９  ８２ 

(注)①期末発行済株式数 18年９月中間期 48,922,717株 17年９月中間期 38,075,121株 18年３月期 38,923,717株 

②期末自己株式数  18年９月中間期   18,179株 17年９月中間期    15,775株 18年３月期     17,179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) 

 
 売上高 経常利益 当期純利益 

  

 

通 期 

百万円 

９１０ 

百万円 

△４０４ 

百万円 

△２，０２０ 

  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  △４１円 ２９銭 

 
３．配当状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年３月期 ― ― ― 

19年３月期（実績） ― ― 

19年３月期（予想） ― ― 
― 

 
 

 

※ 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、中間決算短信（連結）の８ページを参照してください。 
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６．個別中間財務諸表等 

（１）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(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 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※3 568,229   387,788   172,956   

２．受取手形  －   －   2,026   

３．売掛金  132,454   126,005   188,072   

４．たな卸資産  132,578   72,985   224,519   

５．前渡金  56,146   6,007   －   

６．関係会社短期貸付金  162,600   365,000   396,000   

７．未収入金  236,004   －   －   

８．その他 ※4 46,177   124,621   144,487   

貸倒引当金  △113   △255,939   △38,913   

流動資産合計   1,334,076 40.1  826,468 34.9  1,089,149 35.9 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1 37,394   43,389   46,723   

２．無形固定資産  46,663   17,453   39,514   

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  542,153   47,691   175,419   

(2)関係会社株式  872,340   1,041,193   1,041,193   

(3)その他の関係会社 
有価証券 

 －   194,718   433,152   

(4)長期貸付金  350,000   51,000   －   

(5)投資建物 ※2 8,035   －   6,327   

(6)投資土地  84,200   71,000   81,607   

(7)差入保証金 ※3 43,339   43,367   43,353   

(8)長期未収入金  172,734   197,642   198,392   

(9)その他  1,480   19,936   68,708   

貸倒引当金  △162,409   △187,610   △188,067   

投資その他の資産合計  1,911,873   1,478,939   1,860,087   

固定資産合計   1,995,931 59.9  1,539,782 65.1  1,946,325 64.1 

資産合計   3,330,007 100.0  2,366,251 100.0  3,035,474 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(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 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金 ※3 45,634   51,470   85,567   

２．賞与引当金  16,464   12,292   16,744   

３．その他 ※4 99,288   64,738   156,677   

流動負債合計   161,387 4.9  128,501 5.4  258,988 8.5 

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金  7,191   7,188   8,603   

２．関係会社事業損失 
引当金 

 －   608,853   50,000   

３．その他  250   273   326   

固定負債合計   7,441 0.2  616,315 26.1  58,929 2.0 

負債合計   168,828 5.1  744,816 31.5  317,918 10.5 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,965,431 89.1  － －  3,023,231 99.6 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金  280,191   －   337,991   

資本剰余金合計   280,191 8.4  － －  337,991 11.1 

Ⅲ 利益剰余金           

１．中間(当期)未処理損失  81,577   －   641,055   

利益剰余金合計   △81,577 △2.5  － －  △641,055 △21.1 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  △338 △0.0  － －  111 0.0 

Ⅴ 自己株式   △2,528 △0.1  － －  △2,722 △0.1 

資本合計   3,161,179 94.9  － －  2,717,556 89.5 

負債資本合計   3,330,007 100.0  － －  3,035,474 100.0 

           

 （純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

  １．資本金   － －  3,383,231 143.0  － － 

  ２．資本剰余金           

  （１）資本準備金  －   697,991   －   

 資本剰余金合計   － －  697,991 29.5  － － 

  ３．利益剰余金           

    （１）その他利益剰余金           

  繰越利益剰余金  －   △2,480,820   －   

 利益剰余金合計   － －  △2,480,820 △104.9  － － 

   ４．自己株式   － －  △2,802 △0.1  － － 

  株主資本合計      1,597,599 67.5    

 Ⅱ 評価・換算差額等           

  １．その他有価証券評価
差額金 

  － －  34 0.0  － － 

評価・換算差額等合計   － －  34 0.0  － － 

 Ⅲ 新株予約権   － －  23,800 1.0  － － 

純資産合計   － －  1,621,434 68.5  － － 

負債純資産合計   － －  2,366,251 100.0  － － 
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   1,047,661 100.0  292,027 100.0  1,559,624 100.0 

Ⅱ 売上原価   814,838 77.8  241,147 82.6  1,171,402 75.1 

売上総利益   232,822 22.2  50,879 17.4  388,222 24.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   409,741 39.1  365,638 125.2  803,881 51.5 

営業損失   176,918 △16.9  314,758 △107.8  415,659 △26.6 

Ⅳ 営業外収益 ※１  7,167 0.7  13,037 4.5  17,399 1.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  12,923 1.2  27,366 9.4  21,518 1.4 

経常損失   182,675 △17.4  329,088 △112.7  419,778 △26.9 

Ⅵ 特別利益 ※３  104,003 9.9  16,744 5.7  100,145 6.4 

Ⅶ 特別損失 ※４  － －  1,524,522 522.0  317,359 20.3 

税引前中間(当期)純
損失 

  78,672 △7.5  1,836,866 △629.0  636,992 △40.8 

法人税、住民税及び
事業税 

  2,905 0.3  2,897 1.0  4,063 0.3 

中間(当期)純損失   81,577 △7.8  1,839,764 △630.0  641,055 △41.1 

前期繰越損失   －   －   －  

中間(当期)未処理損
失 

  81,577   －   641,055  
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（３）中間株主資本等変動計算書 
当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

利益剰余金   

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高（千円） 3,023,231 337,991 337,991 △641,055 △641,055 △2,722 2,717,444 

中間会計期間中の変動額        

新株発行（千円） 360,000 360,000 360,000    720,000 

中間純損失（千円）    △1,839,764 △1,839,764  △1,839,764 

自己株式の取得（千円）      △80 △80 

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額（純額） 

       

中間会計期間中の変動額合計（千円） 360,000 360,000 360,000 
△

1,839,764 
△1,839,764 △80 △1,119,844 

平成18年９月30日残高（千円） 3,383,231 697,991 697,991 
△

2,480,820 
△2,480,820 △2,802 1,597,599 

 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券評

価差額金 

評価・換算差額等

合計 

新株予約権 純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 111 111 13,800 2,731,356 

中間会計期間中の変動額     

新株発行（千円）    720,000 

中間純損失（千円）    △1,839,764 

自己株式の取得（千円）    △80 

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額（純額） 
△77 △77 10,000 9,922 

中間会計期間中の変動額合計（千円） △77 △77 10,000 △1,109,922 

平成18年９月30日残高（千円） 34 34 23,800 1,621,434 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（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な営業損失を

計上しており、当中間会計期間においても

314,758千円の営業損失を計上しております。

また、事業の再構築と財務体質の健全化を目的

として当社の保有する資産につき、各事業にお

ける将来の収益獲得の可能性、評価価値の妥当

性という視点で保守的に精査を実施しました。

その結果、当中間会計期間において、特別損失

1,524,522千円が発生いたしました。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。 

中間財務諸表提出会社である当社は、当該状

況を解消すべく、当中間会計年度平成18年８月

29日に代表取締役の異動を決議し、既存の経営

体制を抜本的に見直すことに着手いたしまし

た。その後、平成18年９月４日に会社分割の中

止決議、平成18年10月13日に半導体・LCD事業

からの撤退の決議をし、また前述いたしました

とおり当社の保有する資産の大幅な評価替等

を実施してまいりました。 

一方、財務面においては、平成18年11

月10日に第三者割当による新株式発行及

び第２回無担保転換社債型新株予約権付

社債発行を決議し平成18年11月30日を払

込予定日として、1,185,000千円の資金調

達を実行する予定といたしております。当

調達により、財務体質の強化並びに事業基

盤強化のためのＭ＆Ａを行う資金を確保

する所存です。 

当中間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

疑義の影響を中間連結財務諸表には反映

しておりません。 

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・ＬＣＤ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ＯＥ

Ｍ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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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(1)有価証券 

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 

中間決算日の市場価格等に

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） 

(1)有価証券 

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 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

(1)有価証券 

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 

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

額で取り組む方法によってお

ります。 

時価のないもの 
移動平均法による原価法 

 

時価のないもの 
同左 

(2)デリバティブ 

時価法によっております。 

(2)デリバティブ 

同左 

(2)デリバティブ 

同左 

1. 資産の評価基準及び評
価方法 

(3)たな卸資産 

移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(3)たな卸資産 

同左 

(3)たな卸資産 

同左 

(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 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(1)有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2)無形固定資産 

定額法を採用しております。な

お、ソフトウェアについては、以

下のとおりであります。 

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 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

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 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

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 

 

2. 固定資産の減価償却の
方法 

(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 

(3)投資その他の資産 

投資建物 

同左 

(3) 投資その他の資産 
投資建物 

同左 
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 前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

(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 

(1) 貸倒引当金 
同左 

3. 引当金の計上基準 

(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中

間会計期間負担額を計上しており

ます。 

(2)賞与引当金 

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。 

 (3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当中間会計期間末における退職給

付債務及び年金資産の見込額（簡便

法）に基づき、当中間会計期間末に

おいて発生していると認められる

額を計上しております。 

(3)退職給付引当金 

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。 

(4)関係会社事業損失引当金 

 

(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

損失額を計上しております。 

(4) 関係会社事業損失引当金 
同左 

4．外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算日

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 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。 

5.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 同左 

(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 

(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 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 
同左 

(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 

(3)ヘッジ方針 
同左 

(4)ヘッジの有効性評価の方法     

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)ヘッジの有効性評価の方法     

同左 

(4)ヘッジの有効性評価の方法     

同左 

6.ヘッジ会計の方法 

(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 

(5)その他リスク管理 
同左 

(1)消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

7.その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項 (2)連結納税制度の適用 

当中間会計期間から連結納税制

度を適用しております。 

(2)連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しておりま

す。 

(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。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基
準） 

  当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準
第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17
年12月９日）を適用しております。 

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は 

1,597,634千円であります。 
  なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則
により作成しております。 

 
 

 

 

表示方法の変更 
前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

（中間貸借対照表） 

１．前中間会計期間末まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「未収入金」（前中間会計期間末11,677千円）については、

資産の総額の100分の５超となったため、区分掲記しております。 

２．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第97号）に

より、証券取引法第２条第２項において、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資を有価証券とみなすこととされたこと

に伴い、前中間会計期間末まで「出資金」に含めて表示しておりま

した投資事業組合出資金500,000千円（前中間会計期間末500,000千

円）については、当中間会計期間から「投資有価証券」に計上して

おります。この結果、前中間会計期間末まで投資その他の資産の「そ

の他」に含めて表示しておりました「投資有価証券」（前中間会計

期間末19,133千円）と合わせて、資産の総額の100分の５超となった

ため、区分掲記しております。 

３．前中間会計期間末まで区分掲記しておりました「仮受金」（当中間

会計期間末2,984千円）については、負債資本の合計額の100分の５

以下となったため、流動負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

（中間貸借対照表） 

１．前中間会計期間末まで区分掲記しておりました「未収入金」（当中

間会計期間末67,435千円）については、資産の総額の100分の５以下

となったため、流動資産の「その他」に含めて表示しております。 

 

追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 １．前事業年度末において、VLI-VC１号

投資事業有限責任組合を連結の範囲に

含めたことにより、前中間会計期間ま

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（前中間会計期間

末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。 

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、VLI-VC１

号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。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成17年9月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成18年9月30日現在） 

前事業年度末 

（平成18年3月31日現在） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

38,717千円であります。 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

45,145千円であります。 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

39,637千円であります。 

※２.投資建物の減価償却累計額は、12,164千

円であります。 

※２.  ※２.投資建物の減価償却累計額は、12,359千

円であります。 

※３.担保に供している資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

※３.担保に供している資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

※３.担保に供している資産及び担保付債務 

担保に供している資産 

現金及び預金 (注)   22,000千円 

差入保証金               3,925千円 

合        計        25,925千円 

差入保証金              3,953千円 

 

差入保証金               3,939千円 

 

 
上記に対応する債務 

買 掛 金           764千円 

(注)為替予約締結のための担保差入であり

ます。 

 
上記に対応する債務 

買 掛 金          588千円 

 

 
上記に対応する債務 

買 掛 金           622千円 

 

※４.消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動負債の「その他」に含めて表示してお

ります。 

※４.消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、金額的重要性が乏しいため、流

動資産の「その他」に含めて表示してお

ります。 

※４. 

 

 

 

 

当中間会計期間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18年５月16日 第三者割当 10,000,000 72 360,000,000 
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（中間損益計算書関係）  

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息             2,966千円 

受取賃貸料           2,220千円 

 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息             3,104千円

有価証券利息     5,190千円 

受取賃貸料           1,500千円 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息              6,747千円 

有価証券利息          3,538千円 

受取賃貸料            3,920千円 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

新株発行費            4,655千円 

賃貸資産費用          1,121千円 

為替差損              2,396千円 

売上割引            3,783千円 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

株式交付費           20,818千円 

賃貸資産費用          1,041千円 

投資事業組合経費      2,567千円 

 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

新株発行費            5,745千円 

賃貸資産費用          1,505千円 

為替差損              6,136千円 

売上割引            4,379千円 

※３.特別利益のうち主要なもの 

販売代理店契約解消益100,000千円 

貸倒引当金戻入益     4,002千円 

※３.特別利益のうち主要なもの 

賞与引当金戻入益     16,744千円 

 

※３.特別利益のうち主要なもの 

販売代理店契約解消益100,000千円 

※４. 

 

※４.特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損  129,392千円 

貸倒引当金繰入額  216,774千円 

関係会社事業損失引当金繰入    

558,853千円 

商品評価損     140,708千円 

投資事業組合投資損失       

441,972千円 

事業整理損      34,412千円 

※４.特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損   37,100千円 

貸倒引当金繰入額     60,600千円 

関係会社事業損失引当金繰入      

50,000千円 

商品評価損           70,882千円 

投資事業組合投資損失 70,833千円 

 ５.減価償却実施額 

有形固定資産          4,762千円 

無形固定資産          7,432千円 

投資建物                194千円 

 ５.減価償却実施額 

有形固定資産          5,860千円 

無形固定資産          7,970千円 

投資建物                150千円 

 ５.減価償却実施額 

有形固定資産         10,879千円 

無形固定資産         15,249千円 

投資建物                389千円 

※６. 

 

 

※６. 

 

 

※６.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

を計上いたしました。 

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い

たしました。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

いたしました。 

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。 

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係） 

 

当中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

 自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加株式

数（千株） 

当中間会計期間減少株式

数（千株） 

当中間会計期間末株式数

（千株） 

普通株式（注） 17 1 － 18 

合計 17 1 － 18 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 1千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 
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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 

前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度において、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあ

りません。 

 

③１株当たり情報 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（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               83円02銭 

１株当たり中間純損失金額          2円25銭 

 

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益

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株当たり中間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               32円66銭 

１株当たり中間純損失金額         39円60銭 

 

同左 

 

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株当たり中間(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。 

 前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

中間（当期）純損失(千円) 81,577 1,839,764 641,055 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － － 

普通株式に係る中間（当期）純損失(千円) 81,577 1,839,764 641,055 

期中平均株式数(千株) 36,305 46,464 37,340 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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70,000株) 

新株予約権１種類(新株予約権

の目的となる株式の数170,000

株（普通株式）、うち権利行使

可能権利株数18,000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) 
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④重要な後発事象 

 

７．その他 

該当事項はありません。 

前中間会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

１．当社は、平成17年11月29日開催の取締役会
において、韓国に現地法人を設立すること

を決議いたしました。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．当社は、平成18年10月13日開催の取締役会
において、半導体・LCD事業の撤退に伴い、

当社の在韓子会社であるVL・ATEC株式会社

を、平成18年10月13日付で解散することを決
議いたしました。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．当社は、平成18年10月13日開催の取締役会

において、固定資産の譲渡を決議いたしまし
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。 
 ３．当社は、平成18年11月10日開催の取締役会

において、第三者割当による新株式発行を行

うことを決議いたしました。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。 

 

 ４．当社は、平成18年11月10日開催の取締役会

において、第三者割当による無担保転換社債

型新株予約権付社債の発行を行うことを決

議いたしました。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。 

 

 ５．当社は、既存事業拡大・事業基盤強化のた

めのM&Aの効率的・機動的展開、資金投入し

た企業およびグループ会社の価値向上・維持

の遂行、内部統制組織の更なる強化とグルー

プ管理部門の合理化、財務体質の改善を目的

として、平成18年11月10日開催の取締役会に

おいて、平成18年12月2日をもって、株式交

換により、株式会社アガットコンサルティン

グを当社の完全子会社とすることを決議し、

同日付で同社との間で株式交換契約書を締

結いたしました。なお、平成18年11月11日開

催の株式会社アガットコンサルティングの

臨時株主総会において、本件株式交換が承認

されました。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。 

 


