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平成１９年３月期     中間決算短信（連結）           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 

米国会計基準採用の有無   無 
 
１．１８年９月中間期の連結業績（平成１８年４月１日～平成１８年９月３０日） 

(1) 連結経営成績                                         （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   ％ 
８４９  （△53.9） 

１，８４３   （58.7） 

百万円   ％ 
△４４６   （ － ） 
△２５２  （ － ） 

百万円   ％ 
   △５１２  （ － ） 
△２８９  （ － ） 

18年３月期 ３，２３２ △５８７ △６６２ 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後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   ％ 
 △１，８５２  （ － ） 
  △１４７  （ － ） 

円   銭 
△３９    ８７ 
△４  ０７ 

円   銭 
－    － 
－    － 

18年３月期     △８２５     △２２  １１ －    － 

(注)①持分法投資損益  18年９月中間期 △63百万円  17年９月中間期 △26百万円  18年３月期 △65百万円 

②期中平均株式数(連結) 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 

③会計処理の方法の変更   無 

④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) 連結財政状態 

 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 
１，６５８ 
３，４７８ 

百万円 
１，３５９ 
３，００８ 

％ 
７８．９ 
８６．５ 

円   銭 
２６    ７３ 
７９  ００ 

18年３月期 ３，４２６ ２，４３９ ７１．２ ６２  ６８ 

(注)期末発行済株式数(連結) 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 
 
(3) 連結キャッシュ･フローの状況                           

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

百万円 
△３３９ 
△５３１ 

百万円 
△１７５ 
△１１０ 

百万円 
７０８ 
５３０ 

百万円 
４８２ 
６４７ 

18年３月期 △１，２０７ △４３４ ６４９ ２８９ 
 
(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数  １１ 社   持分法適用非連結子会社数  － 社   持分法適用関連会社数  ３ 社 
 
(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)   － 社   (除外)  － 社    持分法 (新規)   － 社   (除外)   － 社 
 
２．１９年３月期の連結業績予想（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 

３，２１５ 
百万円 

△４７４ 
百万円 

△１，７８２ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  △３６円 ４２銭 

 

※ 上記の業績予想は、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等

につきましては、添付資料の８ページを参照してください。 
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１．企業集団の状況 

 

当社の企業グループは、株式会社バーテックス リンク（当社）、子会社11社（国内８社、海外３社）及び関連会社３社（国内）

により構成されており、ＩＴ関連事業、企業再生支援・投融資関連事業及びロジスティックマネジメント事業を主として行ってお

ります。（但し、在韓子会社ＶＬ・ＡＴＥＣ㈱は、平成19年１月を目途に清算を進めています。） 

事業内容と事業系統図は以下のとおりであります。 

   

[事業内容]  

事 業 区 分 事   業  内  容 取   扱   会   社 

ＩＴ関連事業 

・ネットワークセキュ

リティ事業 

・商品開発ＯＥＭ・Ｏ

ＤＭ事業 

・ヘルスケア事業 

・ＵＲＬフィルタリング、コンテンツセキュリティ、レポーティン

グ、暗号、コンピュータペスト対策、遠隔監視システム 

・セキュリティコンサルティング 

・デジタルメディアプレイヤー、パソコン用内蔵電源装置、 

・接骨院レセプトシステム、介護システム 

・リチウムイオンバッテリー他電子部品 

㈱バーテックス リンク 

Vertex Link (Asia) Limited 

㈱バーテックスリンク コンサルティング 

㈱ブイ・エル・アール 

㈱バーテックスリンク デジタルデザイン 

㈱アールネットコミュニケーション 

㈱エンティス 

企業再生支援 

・投融資関連事業 

・企業再生支援（投資、再生コンサルティング）、投資事業組合管

理事業、その他投融資事業 

㈱ＶＬＩ 

Vertex Link Investments (Asia) Limited 

VLI-VC１号投資事業有限責任組合 

ロジスティック 

マネジメント事業 

・セールスプロモーション事業 

・クロスメディア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㈱ 

その他事業 ・複合部材事業 

・半導体・ＬＣＤ事業 

 

㈱エー・エム・コンポジット 

ＶＬ・ＡＴＥＣ㈱ 

㈱エー・エム・テクノロジー 

（注）１．ヘルスケア事業については、当中間期において事業部の整理を行い、当該事業からは撤退しております。 

２．半導体・ＬＣＤ事業については、当中間期において事業部の整理を行い、当該事業から撤退しております。 

 

 [事業の系統図] 

  ＩＴ先端技術・ 

製品を有する企業 

（国内･海外） 

アライアンス先 

（国内・海外） 
  

  

 

 

 

 

仕入 

 

 

仕入 

 

 

 

企業再生支援 

・投融資関連事業 

（連結子会社） 

・㈱ＶＬＩ 

・Vertex Link 

Investments 

(Asia) Limited 

・VLI-VC１号投資 

事業有限責任組合 

   

仕入  

販売 

 投融資 

コンサルティング 

 

顧客企業   開発・アライ

アンス事業 

ＩＴ関連事業 

（連結子会社） 

・Vertex Link  

(Asia)  Limited 

・㈱ブイ・エル・アール 

・㈱バーテックスリンク 

 コンサルティング 

・㈱バーテックスリンク 

 デジタルデザイン 

（持分法適用関連会社） 

・㈱アールネット 

コミュニケーション 

・㈱エンティス 
 アライアンス事業 

  

    顧客企業 

アライアンス事業   ロジスティック 

マネジメント事業 

（連結子会社） 

・㈱ジオブレイン 

・コンテンツ・メディ 

ア・ミックス㈱ 

 

 

 

 

仕入 

 

  

 

 

その他事業 

（連結子会社） 

・㈱エー・エム・ 

コンポジット 

・ＶＬ・ＡＴＥＣ㈱ 

（持分法適用関連会社） 

・㈱エー・エム・ 

テクノロジー 

  販売   販売  

   Ｂ to Ｃ 

コンシューマ分野 

Ｂ to Ｂ 

ビジネス分野 

  

 

当社 

（当社オリジナル 

企画・技術を付加） 
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関係会社の状況 

 

名称 住所 

資本金 

又は 

出資金 

主な事業の内容 

議決権

の所有

割合

（％） 

関係内容 摘要 

（連結子会社）       

Vertex Link (Asia)  

Limited 

中国 

香港 

千HK$ 

3,000 

ＩＴ関連事業 
（ＩＴ関連機器及びソ
フトの輸出入） 

100 ・役員の兼任あり  

㈱バーテックスリンク 

コンサルティング 

東京都 

千代田区 

千円 

50,000 

ＩＴ関連事業 
（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） 

100 

・役員の兼任あり 

・資金貸付あり 

（注）５ 

（注）４ 

㈱ブイ・エル・アール 
東京都 

千代田区 

千円 

50,000 

ＩＴ関連事業 
（遠隔監視システム及
び周辺機器の販売、保
守業務） 

100 

・役員の兼任あり 

・資金貸付あり 

（注）５ 

 

㈱バーテックスリンク 

デジタルデザイン 

東京都 

千代田区 

千円 

10,000 

ＩＴ関連事業 
（各種ホームページや
販売広告サイト等の製
作・編集加工事業） 

100 
・役員の兼任あり 

（注）５ 
 

㈱ＶＬＩ 
東京都 

千代田区 

千円 

290,000 

企業再生支援・投融資
関連事業 
（経営合理化、経営再
生に関する調査、分析、
コンサルティング及び
投融資） 

100 

・役員の兼任あり 

・資金貸付あり 

（注）５ 

 

Vertex Link 

Investments (Asia) 

Limited 

中国 

香港 

千HK$ 

3,500 

企業再生支援・投融資
関連事業 

100 

(100) 
・役員の兼任あり （注）３ 

VLI-VC１号 

投資事業有限責任組合 

東京都 

千代田区 

千円 

800,000 

企業再生支援・投融資
関連事業 

100 

(12.5) 

・役員の兼任あり 

（注）５ 

（注）２ 

（注）３ 

㈱ジオブレイン 
東京都 

千代田区 

千円 

40,000 

ロジスティックマネジ
メント事業 
（セールスプロモーシ
ョン事業） 

52.5 

・役員の兼任あり 

・資金貸付あり 

（注）５ 

（注）４ 

コンテンツ･メディア･

ミックス㈱ 

東京都 

千代田区 

千円 

10,000 

ロジスティックマネジ
メント事業 
（クロスメディアプロ
モーション事業） 

100 

(100) 

・役員の兼任あり 

（注）５ 
（注）３ 

㈱エー・エム・ 

コンポジット 

東京都 

千代田区 

千円 

200,000 

その他事業 
（複合部材の加工製造
販売） 

100 

・役員の兼任あり 

・資金貸付あり 

（注）５ 

 

ＶＬ・ＡＴＥＣ㈱ 

韓国 

京畿道 

平澤市 

千₩  
500,000 

その他事業 
（半導体・ＬＣＤ製造
装置関連部品の製作・
切削加工事業の委託・
販売） 

100 ・役員の兼任あり  

（持分法適用関連会社）       

㈱アールネット 

コミュニケーション 

東京都 

新宿区 

千円 

125,500 

ＩＴ関連事業 
（通信ネットワーク及
びコンピュータ関連シ
ステムの企画、設計、
開発、運用） 

18.4   

㈱エンティス 
東京都 

中央区 

千円 

170,000 

ＩＴ関連事業 
（蓄積型映像配信ビジ
ネス） 

25.0   

㈱エー・エム・ 

テクノロジー 

静岡県 

沼津市 

千円 

516,905 

その他事業 
（複合部材の加工製造
販売） 

40.7 

(40.7) 
・役員の兼任あり （注）３ 

 

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２．特定子会社に該当しております。また、平成18年５月に当社が200,000千円の追加出資を行っております。 

３．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

４．㈱ジオブレインについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が

10％を超えております。 
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主要な損益情報等 

㈱ジオブレイン 

（1）売上高       510,346千円 

（2）経常利益      31,277千円 

（3）当期純利益    19,891千円 

（4）純資産額     183,789千円 

（5）総資産額     291,237千円 

          

５．当社の賃借建物の一部を事務所用として転借しております。 
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２．経営方針 

 

(1)経営の基本方針 

「事業の選択と集中」のため、子会社の整理を実施し、当社におきましては固定費の支出を防ぐ

ため徹底したコスト削減及び財務及び人的リストラを行った結果、当下期中に固定費の圧縮を完了

し限られた人的資源を選択された事業に集中できるような体制を整える方針です。この整備と平行

して当社グループは、業績回復・財務体質の強化を実現するため、新規事業の構築を早急に行わな

ければならないと考えております。既存事業に関しましては、当社グループの主力事業であるＩＴ

関連事業の収益性の改善、好調に推移しておりますセールスプロモーション事業の拡大を進めてい

きます。企業再生支援・投融資関連事業に関しては、新規事業を構築できる企業のＭ＆Ａを行うこ

とにより、グループシナジーの拡大、売上の増加を実現させていきます。短期間での業績回復を目

指すため、「新規事業の構築から安定事業への昇華」を基本方針とし、既存事業を再構築し、Ｍ＆

Ａ戦略による事業拡大を目指します。 

 

(2)利益配分に関する基本方針 

当社は、早期の復配を経営の最優先課題のひとつと位置づけ、業績向上と安定のための経営上の

諸施策を実施してまいります。配当につきましては、業績、経営環境及び中長期的な事業強化のた

めの内部留保も考慮し、総合的見地から決定する所存です。 

 

(3)投資単価の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しておりま

す。そのため、個人投資家を含め、多くの投資家の方々に投資していただきやすい環境を整備して

参りたいと考えております。 

将来を勘案して、投資単価が50万円を継続的に上回るような場合、１単元の株式数の見直し等単

価引下げの諸施策の実施を検討していく所存です。 

 

(4)目標とする経営指標 

当社グループは、株主利益重視の観点から中長期的な最重要経営指標として、連結株主資本利益

率（ＲＯＥ）を10％確保すべきと考えております。当該数値達成の前提は、当面の具体的目標とし

て、経常化している赤字体質の早期改善にあると考えております。そのうえで、前述した指標が早

期達成できるよう、具体的施策を実施していきたいと考えております。 

 

(5)中長期的な経営戦略 

①ＩＴ関連事業 

事業の選択と集中を行った結果、収益性の向上はわずかながら達成できましたが、新たな収益の

柱が必要であります。今後はＭ＆Ａ戦略による新規事業の構築に注力し、安定事業へ昇華すること

を進めていきます。 

②セールスプロモーション事業 

ロジスティックスのアウトソーシング事業からの脱却を行い、より収益性の高いセールスプロモ

ーション事業を推進してきました。紙媒体・ロジスティックス・ウェブモバイルソリューションを

一貫しておこなうクロスメディア事業の制作人材基盤が構築できましたので、今後は営業人材の強

化を行い収益の拡大を加速させていきます。 

③企業再生支援・投融資関連事業 

景気回復傾向にはなりつつありますが、企業の合併及び買収により業界再編に加速がつき、ＩＴ

業界においては一段と競争が激化するものと捉えております。その中、短期間での業績回復を目指

した新規事業の構築にはＭ＆Ａ戦略が必須です。既成概念の事業規模・ビジネス領域にとらわれな

い視野を持ち、幅広いＭ＆Ａを行うことが勝ち組企業のグループ化を行うことになるため、当社の

既存ビジネスにとらわれないＭ＆Ａを行っていきます。 

 

(6)会社の対処すべき課題 

当社グループは、新経営陣体制の下、既存事業についての人的リストラを含む固定費の圧縮と、

経営資源を選択した事業に集中する、抜本的な構造改革を推進し、黒字化を実現することが急務と

考えております。 

加えて、今後、更なる成長を成し遂げる為には新規事業の構築が必要であり、そのためには、財
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務体制の強化とともに中長期的なパートーナーシップを前提とした外部企業との提携およびＭ＆Ａ

による事業基盤の強化が重要と考えています。そして、諸施策を通じて主力事業の競争力を強化し、

安定収益の確保を早急に図ります。 

また、コーポレート・ガバナンスの観点から、経営執行の過程において透明性を確保し、健全且

つ公平な企業経営を行ってまいります。 

  

当面の対処すべき課題は以下のとおりです。 

①グループ全体に及ぶ組織の再構築 

当社グループのコアとなるビジネスを中心に考え、最適な人員配置を行った組織体制を構築し、

新製品開発能力、営業力強化およびマーケティング力の強化を図り、コアビジネスの拡大と安定的

収益を確保することが課題となります。 

②選択した既存ビジネスに対する経営資源の投入 

ＯＥＭ・ＯＤＭ事業では、新製品の企画力、開発力を強化する為に優秀な人材の雇用を促進し、

市場への商品投入を増強してまいります。ネットワークセキュリティ事業では、グループ企業との

シナジーを強め、販売力を強化していくとともに、外部企業とのアライアンスによるサポート体制

の充実を図り、事業規模を拡大することが課題となります。 

③事業シナジーをもたらす外部企業との提携およびＭ＆Ａ 

ＩＴ関連事業、セールスプロモーション事業および企業再生支援・投融資関連事業にシナジー

効果をもたらす外部企業とのアライアンスおよび事業基盤強化のためのＭ＆Ａによる安定的な収

益が確保できる事業体制の構築が課題となります。 

④コンプライアンス体制の整備 

内部統制の構築が求められている今、当社のコーポレート・ガバナンス基本方針に基づき、経営

トップ自らの強い意志をもって、事業統制環境および管理体制を整備し、企業の社会的責任を重要

項目とて、その責任を継続して果していくことが課題となります。 

 
(7)親会社等に関する事項 

当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 

 

(8)内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規定第８条の３及び適時開示規則第10条の３に基づくコーポレート・ガバナンスに

関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」で開示をおこなっ

ているため、記載を省略しております。 

 

(9)その他、経営上の重要な事項 

特記すべき事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

(1)経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業部門、家計部門、海外部門がバランスよく回復し、

安定した景気回復の基盤が確保されてきています。しかしながら、原油価格の高騰や金利の上昇懸念

等、景気の先行きに対する不安材料は、なお払拭しきれない状況にあります。 

このような経済環境のもと、当社グループを取り巻くＩＴ関連業界につきましては、デジタル家電

等の価格競争激化と在庫調整、電子部品市況の急速な悪化など、引き続き厳しい事業環境下にて推移

いたしました。 

このように、引き続きＩＴ関連業界が厳しい環境にある中、当社グループは、当連結会計年度にお

いて既存事業のセールスプロモーション事業が順調に拡大しました。反面、ネットワークセキュリテ

ィ事業は他社国内製品との競争が厳しく、計画を大きく下回りました。また、商品開発ＯＥＭ・ＯＤ

Ｍ事業は立ち上げに手間取り、加えてネットワーク型メディアプレーヤー（ＭｅｄｉａＷｉｚ）商品

の販売が急速に落ち込みました。更に、ハードウェアセキュリティ商品の販売不振、および、半導体･

ＬＣＤ事業部の解散、ならびに半導体製造装置および部品の販売を目的に設立した在韓子会社ＶＬ・

ＡＴＥＣの業績不振等により、当初の計画を大きく下回る結果となりました。 

この結果、売上高は849百万円（前年同期比993百万円減少）を計上いたしました。一方で、新規事

業立上げおよび新規子会社設立による要員増と営業費用が増加したことに伴い営業損失446百万円

（前年同期比193百万円増加）の計上となりました。 

また、特別損失の面では、本年8月の代表取締役の異動を機に経営の抜本的な見直しに着手し、当

社グループの保有する資産につき、各事業における将来収益獲得の可能性、評価価値の妥当性という

視点で保守的に精査を実施した結果、投融資に対する貸倒引当金繰入543百万円、投資目的および営

業投資目的で保有する有価証券の評価損510百万円、商品在庫を市場での販売可能な価額まで引き下

げたための評価損140百万円等の大幅な発生があったため、遺憾ながら当期純損失は1,852百万円（前

年同期比1,704百万円増加）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

＜ＩＴ関連事業＞ 

① ネットワークセキュリティ事業分野では、基軸のＵＲＬフィルタリング製品が競合国内製品の低
価格化と競争激化の中で計画を大きく下回っております。 

これらの結果、売上高166百万円、営業損失109百万円となりました。 

 

② その他ＩＴ関連事業では、当連結会計年度中に、当社製品の「MediaWiz」（ネットワーク・メデ
ィアプレイヤー）、及びアライアンス企業との共同開発による「PREVINO」（ダウンロード型・ネ

ットワーク・メディアプレイヤー）を中心に法人向け販売を進めております。 

これらの結果、売上高158百万円、営業損失140百万円となりました。 
＜ロジスティックマネジメント事業＞ 

当事業は、ロジスティックのアウトソーシング事業から、より収益率の高いセールスプロモー

ション事業への脱皮を図り、紙媒体・ロジスティック・ウェブモバイルソリューションを一貫し

て行うクロスメディア事業への展開に注力し、安定した収益が確保できるようになりました。 

これらの結果、売上高514百万円、営業利益47百万円となりました。 
 
＜企業再生支援・投融資関連事業＞ 

当事業は、企業再生コンサルティングの事業活動は成果を挙げることが出来ず、この結果、売

上高9百万円、営業損失12百万円となりました。 
 
＜その他事業＞ 

営業損失86百万円となりました。 
 

(2)財政状態 

当中間連結会計期間の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の期末残高は、前中間連結会計

期間末に比べて164百万円減少し482百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、減少した資金は339百万円（前中間連結会計期間は531百万円の減少）となりま
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した。 

これは主に、売上債権の減少額610百万円、営業投資有価証券の減少380百万円、貸倒引当金の増

加544百万円、たな卸資産の減少177百万円、投資有価証券評価損129百万円等の収入があった一方、

税金等調整前中間純損失1,817百万円、仕入債務の減少577百万円、その他の負債の減少72百万円等

の支出があったことによります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、減少した資金は175百万円（前中間連結会計期間は110百万円の減少）となりま

した。 

これは主に、貸付金の回収による収入29百万円等があった一方、投資有価証券等の取得による支

出201百万円等があったことによります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、増加した資金は708百万円（前中間連結会計期間は530百万円の増加）となりま

した。 

これは、ファイナンス（株式の発行）による収入699百万円が主たる要因であります。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 (％) 79.2 89.0 86.5 71.2 78.8 

時価ベースの自己資本

比率 (％) 
165.9 188.6 191.5 126.1 153.4 

債務償還年数 (年) － － － － － 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ (倍) 
－ － － － － 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

（中間期においては、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によって算出しております。 

※株式時価総額は、期末(中間期末)株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキャッ

シュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

※平成17年３月期から平成19年３月期中間にかけての債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業

活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 

(3)通期の見通し 

同年10月に当社グループの保有する資産につき、各事業における将来収益獲得の可能性・評価価値

の妥当性という視点で保守的に精査を実施した結果、多大な損失を当中間連結会計期間において計上

することとなり、今期の業績見通しに関し大幅な下方修正を実施しました。 

その状況を踏まえ、当社グループの通期の見通しといたしましては、主力既存事業の売上拡大およ

び収益性の向上を行い、来期の黒字化に向けた基盤づくりのため、下期での営業利益での黒字化を図

ります。 

ＩＴ関連事業においては、セキュリティコンサルティング分野で、ｅ文章法、Ｊ－ＳＯＸ法等の制

定のトレンドの中でこれらを切り口にした、大手ベンダーとの取り込み等で収益確保が見込めます。 

セールスプロモーション事業において、フルフィルメント事業で得たノウハウを基に紙媒体・Ｐ

Ｃ・モバイル・店舗を連動させたクロスメディアプロモーションを行う事業の本格稼動により、収益

確保が見込めます。 

企業再生支援・投融資関連事業においては、来期のＭ＆Ａによる業績への貢献を視野に検討を行う

ため、通期の業績には影響はございません。 

こうした状況に基づいた通期の連結業績といたしましては、売上高3,215百万円、経常損失474百万

円、当期純損失1,782百万円の計上を見込んでおります。 
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(4)事業等のリスク 
当社グループの事業等に関し、経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリス
クは、以下のとおりであります。 
なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断
したものです。 
 
①経済環境 
当社グループの取扱商品の利用者（最終ユーザー）は法人企業、官公庁、あるいは個人ユーザー

に分けられます。経済状況の悪化による景気状況によっては、法人企業、官公庁の投資予算の減少、

または個人においては可処分所得の減少につながり、その結果、当社グループ商品の需要を減退さ

せ、当社グループの業績、財務状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 
 

②為替レートの変動 
当社グループの取扱商品の供給元、生産拠点は海外（米国、台湾、中国等）に依存しております。

対価の決済は外貨建て（ＵＳ＄）にて行っていますが、ＵＳ＄の上昇は仕入コストの増大となり、

当社グループの利益率と競争力を低下させ、業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

当社グループは、通貨ヘッジ取引や決済通貨を一部仕入先には円建てで行って為替変動による悪

影響を最小限に止める努力を行っていますが、中長期的な為替の変動は、計画された調達、販売が

出来なくなる可能性があるため、当社グループの業績および財務状況に悪影響をおよぼす可能性が

あります。 
 

③新規事業展開のリスク 
当社グループは慎重に検討を重ねた上、新規事業の展開を図っておりますが、当該事業を取り巻
く環境の変化により、予定通り事業展開が出来ない場合には、業績に影響をおよぼす可能性があり
ます。 
 

④債権の回収 
当社グループは取引先に対して、受取手形および売掛金の債権を有しております。取引先は分散
しており、与信管理も十分に行っておりますが、取引先の資金繰りの悪化や倒産等により債権の回
収が不可能となり、業績及び財務状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 
 

⑤商品在庫 
一部の商品については、販売機会の最大化を目的に、需要予測に基づき在庫を保有しております

が、市場の変化、顧客事情等により予測した需要が実現しない場合、商品価格の市場価格が低下し、

業績および財務状況に悪影響をおよぼす可能性があります。 

 
⑥カントリーリスク 
当社グループの取扱い商品の仕入は主に米国、アジア諸国に依存しておりますが、各国において

次のようなリスクがあり、これらの事象が発生した場合、当社グループの業績に悪影響をおよぼす

可能性があります。 

a.テロ、デモ、戦争等による社会的混乱 

b.予測しえない法律・規制、租税制度の変更 
c.不利な政治的要因の発生 
 

⑦個人情報 
当社グループは、個人情報保護法により定められた個人情報の漏洩防止に努めるべく、個人情報

の管理体制を整備しております。しかしながら、情報化社会における個人情報を取り巻く環境は多

様化しており、予期せぬ事態により個人情報が漏洩した場合には、当社グループの社会的信用の低

下や対応のため発生する費用などにより当社グループの業績に悪影響をおよぼす可能性がありま

す。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1)中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 ※2  669,600   482,723   289,406  

２．受取手形及び売掛金   430,894   267,593   877,954  

３．たな卸資産   149,461   82,403   259,900  

４．営業投資有価証券   867,253   243,081   630,384  

５．営業貸付金   262,425   －   450,369  

６．前渡金   63,886   6,434   －  

７．未収入金   212,796   －   －  

８．その他   136,745   130,375   147,613  

貸倒引当金   △113   △243,905   △100,106  

流動資産合計   2,792,950 80.3  968,705 58.4  2,555,523 74.6 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1  170,768   57,956   148,485  

２．無形固定資産   63,318   25,540   56,421  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   251,741   400,124   375,406  

(2)投資土地   71,000   71,000   81,607  

(3)差入保証金 ※2  109,450   90,251   90,497  

(4)長期貸付金   －   415,702   －  

(5)長期未収入金   172,734   167,642   228,392  

(6)その他   9,043   21,767   109,878  

貸倒引当金   △162,409   △560,534   △219,739  

投資その他の資産合計   451,559   605,953   666,043  

固定資産合計   685,647 19.7  689,449 41.6  870,950 25.4 

資産合計   3,478,597 100.0  1,658,155 100.0  3,426,473 100.0 
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前中間連結会計期間末 
(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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 ※2  261,497   156,911   734,832  

２．短期借入金   5,500   －   －  

３．賞与引当金   16,464   15,404   16,744  

４．その他   121,161   115,711   209,507  

流動負債合計   404,623 11.6  288,027 17.4  961,084 28.0 

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金   7,191   7,188   8,603  

２．その他   250   3,223   4,326  

固定負債合計   7,441 0.2  10,411 0.6  12,929 0.4 

負債合計   412,065 11.8  298,439 18.0  974,013 28.4 

（少数株主持分）           

少数株主持分   58,526 1.7  － －  12,647 0.4 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,965,431 85.3  － －  3,023,231 88.2 

Ⅱ 資本剰余金   280,191 8.1  － －  337,991 9.9 

Ⅲ 利益剰余金   △243,346 △7.0  － －  △925,741 △27.0 

Ⅳ その他有価証券評価差

額金 
  △338 △0.0  － －  111 0.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   8,596 0.2  － －  6,941 0.2 

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

資本合計   3,008,006 86.5  － －  2,439,811 71.2 

負債、少数株主持分及び

資本合計   3,478,597 100.0  － －  3,426,473 100.0 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   － －  3,383,231 204.0  － － 

 ２ 資本剰余金   － －  697,991 42.1  － － 

  ３ 利益剰余金   － －  △2,778,217 △167.5  － － 

  ４ 自己株式     － －  △2,802 △0.2  － － 

  株主資本合計   － －  1,300,202 78.4  － － 

Ⅱ 評価・差額金等           

 １ その他有価証券評価差

額金 
  － －  34 0.0  － － 

２ 為替換算調整勘定   － －  7,666 0.4  － － 

  評価・差額金等合計   － －  7,701 0.4  － － 

Ⅲ 新株予約権      25,800 1.6    

Ⅵ 少数株主持分   － －  26,013 1.6  － － 

純資産合計   － －  1,359,716 82.0  － － 

負債純資産合計   － －  1,658,155 100.0  － － 

 

 



 

- 12 - 

(2)中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（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   1,843,370 100.0  849,374 100.0  3,232,858 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,433,852 77.8  662,152 78.0  2,542,477 78.6 

売上総利益   409,518 22.2  187,222 22.0  690,380 21.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  661,638 35.9  634,221 74.6  1,277,542 39.6 

営業損失   252,120 △13.7  446,998 △52.6  587,161 △18.2 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  758   11,419   1,015   

２．受取賃貸料  1,500   1,500   3,000   

３．助成金収入  －   3,500   4,900   

４．その他  2,506 4,764 0.3 9,410 25,830 3.0 4,835 13,751 0.4 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  54   0   164   

２．持分法による 
投資損失 

 26,388   63,517   65,524   

３．新株発行費  4,655   －   5,745   

４．株式交付費  －   20,818   －   

５．賃貸資産費用  623   1,041   356   

６．為替差損  4,433   －   10,492   

７．その他  5,904 42,060 2.3 5,664 91,043 10.7 7,202 89,485 2.7 

経常損失   289,416 △15.7  512,211 △60.3  662,896 △20.5 

Ⅵ 特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  4,002   －   144   

２．賞与引当金戻入益  －   16,744   －   

３．関係会社株式売却益  19,747   －   52,248   

４．持分変動利益  503   9,922   2,726   

５．販売代理店契約 
解消益 

 100,000 124,253 6.7 － 26,666 3.1 100,000 155,120 4.8 

Ⅶ 特別損失           

１．投資有価証券評価損   －   129,392   37,100   

２．営業投資有価証券 
評価損 

 －   380,762   －   

３．固定資産売却損 ※２ －   8,530   －   

４．持分変動損失  －   －   4,640   

５．貸倒引当金繰入額  －   543,108   153,464   

６．商品評価損  －   140,708   70,882   

７．減損損失 ※３ －   88,543   4,106   

８．事業整理損 ※４ － －  41,079 1,332,125 156.8 31,434 301,628 9.3 

税金等調整前中間

(当期)純損失 
  165,162 △9.0  1,817,670 △214.0  809,403 △25.0 

法人税、住民税及び
事業税 

 3,609   23,756   7,642   

法人税等調整額  － 3,609 0.2 △2,316 21,440 2.5 － 7,642 0.2 

少数株主損失(△利
益) 

  21,126 1.2  △13,365 △1.6  △8,574 △0.3 

中間(当期)純損失   147,646 △8.0  1,852,476 △218.1  825,621 △25.5 
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(3)中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（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） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,662,159  2,662,159 

 Ⅱ  資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発行  261,050 261,050 318,850 318,850 

 Ⅲ  資本剰余金減少高      

１．欠損填補に伴う取崩額  2,643,018 2,643,018 2,643,018 2,643,018 

Ⅳ 資本剰余金中間期末（期末）

残高 
  280,191  337,991 

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △2,738,719  △2,738,719 

Ⅱ  利益剰余金増加高      

１．連結範囲減少に伴う増加高  －  －  

２．資本準備金取崩額  2,643,018 2,643,018 2,643,018 2,643,018 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．中間(当期)純損失  147,646  825,621  

２．連結範囲の変更に伴う 

利益剰余金減少高 
 － 147,646 4,419 830,041 

Ⅳ  利益剰余金中間期末（期末）

残高 
  △243,346  △925,741 
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中間株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 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 △925,741 △2,722 2,432,758 

当中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行（千円） 360,000 360,000   720,000 

中間純損失（千円）   △1,852,476  △1,852,476 

自己株式の取得（千円）    △80 △80 

株主資本以外の項目の中間

連結会計期間中の変動額（純

額）（千円） 

     

当中間連結会計期間中の変動

額合計（千円） 

360,000 360,000 △1,852,476 △80 △1,132,556 

平成18年９月30日残高（千円） 3,383,231 697,991 △2,778,217 △2,802 1,300,202 

 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

為替換算 

調整勘定 

評価・換算差額等

合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年３月31日残高（千円） 111 6,941 7,053 16,800 12,647 2,469,259 

中間連結会計期間中の変動額       

新株の発行（千円）      720,000 

中間純損失（千円）      △1,852,476 

自己株式の取得（千円）      △80 

株主資本以外の項目の中間連

結会計期間中の変動額（純額）

（千円） 

△77 724 647 9,000 13,365 23,013 

中間連結会計期間中の変動額

合計（千円） 

△77 724 647 9,000 13,365 △1,109,542 

平成18年９月30日残高（千円） 34 7,666 7,701 25,800 26,013 1,359,716 
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(5)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュ･フロー計算書 
（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） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純損失  △165,162 △1,817,670 △809,403 

減価償却費  17,402 26,679 38,018 

貸倒引当金の増減額  △4,002 544,594 153,320 

賞与引当金の増減額  1,814 △1,339 2,094 

退職給付引当金の増減額  △1,487 △1,415 △75 

受取利息  △758 △11,419 △1,015 

支払利息  54 0 164 

持分法による投資損失  26,388 63,517 65,524 

新株発行費  4,655 － 5,745 

株式交付費  － 20,818 － 

投資有価証券評価損  － 129,392 37,100 

関係会社株式売却益  △19,747 － △52,248 

減損損失  － 88,543 4,106 

固定資産売却損  － 8,530 － 

売上債権の増減額  16,766 610,313 △424,248 

たな卸資産の増減額  113,820 177,497 △2,388 

営業投資有価証券の増減額  △237,085 380,762 △600,216 

営業貸付金の増減額  △56,599 4,307 △243,856 

前渡金の増減額  △51,793 － － 

未収入金の増減額  △190,477 85,953 － 

仕入債務の増減額  177,389 △577,937 653,071 

その他の資産の増減額  △155,673 △28,138 △130,104 

その他の負債の増減額  △2,517 △72,212 88,195 

その他  906 32,675 14,598 

小計  △526,105 △336,547 △1,201,620 

利息の受取額  587 2,214 972 

利息の支払額  △54 △0 △164 

法人税等の支払額  △6,402 △4,758 △6,566 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △531,974 △339,092 △1,207,378 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の解約による収入  110,000 － 132,000 

有形固定資産の取得による支出  △12,444 △7,575 △27,521 

無形固定資産の取得による支出  △23,718 △3,592 △40,440 

投資有価証券等の取得による支出  △208,473 △201,300 △410,265 

投資有価証券等の売却による収入  22,080 － 20,000 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

売却による収入 
 － － 13,794 

貸付による支出  △2,000 △1,450 △23,200 

貸付金の回収による収入  5,901 29,589 18,498 

保険積立金の払込による支出  △718 － － 

差入保証金の払込による支出  △1,840 △3,496 △43,073 

差入保証金の返還による収入  － 2,703 616 

長期前払費用の取得による支出  － △6,500 △73,158 

その他  340 16,334 △1,493 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △110,871 △175,286 △434,242 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額  5,500 － － 

自己株式の取得による支出  △173 △80 △367 

株式の発行による収入  514,508 699,181 627,854 

新株予約権発行による収入  3,000 10,000 3,000 

その他  7,866 △1,000 18,866 

財務活動によるキャッシュ・フロー  530,700 708,101 649,352 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  2,295 △405 4,224 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △109,850 193,316 △988,044 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  757,450 289,406 757,450 

Ⅶ  連結除外の範囲の変更に伴う現金及び

現金同等物の増加額 
 － － 520,000 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高 
※１ 647,600 482,723 289,406 
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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 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 当社グループは、前連結会計年度まで

継続的な営業損失及び営業キャッシュ・

フローの支出を計上しており、当中間連

結会計年度においても446,998千円の営

業損失及び339,092千円の営業キャッシ

ュ・フローの支出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

を目的として当社グループの保有する資

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、当中間連結会計期間において、特

別損失1,332,125千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。 

中間連結財務諸表提出会社である当社

は、当該状況を解消すべく、当中間連結

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グループの保有す

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。 

当中間連結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。 

当社グループは、前連結会計年度まで

継続的な営業損失及び営業キャッシュ・

フローの支出を計上しており、当連結会

計年度においても587,161千円の営業損

失及び1,207,378千円の営業キャッシ

ュ・フローの支出を計上しております。

また、手許資金（現金及び現金同等物）

も前連結会計年度末757,450千円から当

連結会計年度末289,406千円と大きく減

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。 

連結財務諸表提出会社である当社は、

当該状況を解消すべく、当連結会計年度

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、翌連結会計年度より商品開

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・Ｌ

ＣＤ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、営業キャッシュ・

フローの大幅な改善を目指してまいりま

す。 

連結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

疑義の影響を連結財務諸表には反映し

ておりません。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

1.連結の範囲に関する事項 (1)連結子会社の数    ９社 

連結子会社名 
㈱バーテックスリンク 

インベストメンツ 

Vertex Link Investments 
 (Asia) Limited（香港） 

㈱ジオブレイン 

㈱キッチンバンク 
Vertex Link (Asia)  

Limited （香港） 

㈱バーテックスリンク 
コンサルティング 

㈱ブイ・エル・アール 

㈱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 

上記のうち、㈱バーテックスリ
ンク デジタルデザインは、当中間

連結会計期間において新たに設立

されたため、連結の範囲に含めて
おります。 

なお、前連結会計年度において

連結子会社でありました㈱アルフ
ァ・クリエイトは、全株式を売却

したため、連結の範囲から除いて

おります。 

(1)連結子会社の数    11社 

連結子会社名 
㈱ＶＬＩ 

Vertex Link Investments 

 (Asia) Limited（香港） 
㈱ジオブレイン 

Vertex Link (Asia)  

Limited （香港） 
㈱バーテックスリンク 

コンサルティング 

㈱ブイ・エル・アール 
㈱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 
コンテンツ・メディア・ 

ミックス㈱ 

ＶＬ・ＡＴＥＣ㈱（韓国） 
VLI-VC１号投資事業 

有限責任組合 

 

(1)連結子会社の数    11社 

連結子会社名 
㈱ＶＬＩ 

Vertex Link Investments 

 (Asia) Limited（香港） 
㈱ジオブレイン 

Vertex Link (Asia)  

Limited （香港） 
㈱バーテックスリンク 

コンサルティング 

㈱ブイ・エル・アール 
㈱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 
コンテンツ・メディア・ 

ミックス㈱ 

ＶＬ・ＡＴＥＣ㈱（韓国） 
VLI-VC１号投資事業 

有限責任組合 

上記のうち、㈱バーテックスリ
ンク デジタルデザイン、コンテン

ツ・メディア・ミックス㈱及びＶ

Ｌ・ＡＴＥＣ㈱は、当連結会計年
度において新たに設立されたた

め、連結の範囲に含めております。 

また、当連結会計年度より、企
業集団の状況をより適切に開示す

るため、VLI-VC１号投資事業有限

責任組合を連結の範囲に含めてお
ります。 

なお、前連結会計年度において

連結子会社でありました㈱アルフ
ァ･クリエイト及び㈱キッチンバ

ンクは全株式を売却したため、連

結の範囲から除いております。 
また、㈱バーテックスリンク イ

ンベストメンツは平成17年10月31

日をもって㈱ＶＬＩに商号変更し
ております。 

 (2)主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社名 
㈲ＤＳＬ 

（連結の範囲から除いた理由） 

非連結子会社は、小規模であり、

合計の総資産、売上高、中間純損益
（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）は、いずれも中

間連結財務諸表に重要な影響を及
ぼしていないためであります。 

(2) 

 

(2) 

 

 (3)投資事業有限責任組合の連結の範

囲に関する取扱い 
連結会社が管理運営する投資事

業有限責任組合に対する出資のう

ち、連結会社の持分割合が過半数
を超える投資事業有限責任組合が

ありますが、投資事業有限責任組

合の資産、負債及び収益、費用は
持分割合に応じて各出資者に帰属

し、かつ営業目的であり、傘下に

入れる目的でないため投資事業有
限責任組合は子会社として取り扱

っておりません。 

(3) 

 

(3) 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

2.持分法の適用に関する事項 
 

(1)持分法適用の関連会社数３社 
主要な会社名 
㈱アールネット 
コミュニケーション 

㈱エンティス 
㈱エー・エム・テクノロジー 
㈱エンティス及び㈱エー・エ

ム・テクノロジーについては、
新たに株式を取得したことか
ら、当中間連結会計期間より持
分法適用の関連会社に含めてお
ります。 
なお、前連結会計年度におい

て持分法適用会社でありました
㈱サークル･ワンは、全株式を売
却したため、持分法適用の関連
会社の範囲から除いておりま
す。 

(1)持分法適用の関連会社数３社 
主要な会社名 
㈱アールネット 
コミュニケーション 

㈱エンティス 
㈱エー・エム・テクノロジー 
 

(1)持分法適用の関連会社数３社 
主要な会社名 
㈱アールネット 

コミュニケーション 
㈱エンティス 
㈱エー・エム・テクノロジー 
㈱エンティス及び㈱エー・エ

ム・テクノロジーについては、
新たに株式を取得したことか
ら、当連結会計年度より持分法
適用の関連会社に含めておりま
す。 
なお、前連結会計年度におい

て持分法適用会社でありました
㈱サークル･ワンは、全株式を売
却したため、持分法適用の関連
会社の範囲から除いておりま
す。 

 (2)持分法を適用していない非連
結子会社（㈲ＤＳＬ）は、中間
純損益（持分に見合う額）及び
利益剰余金（持分に見合う額）
からみて、持分法の対象から除
いても中間連結財務諸表に及
ぼす影響が軽微であり、かつ、
全体としても重要性がないた
め持分法の適用範囲から除外
しております。 

(2） (2） 

 (3) (3)他の会社の議決権の100分の
20以上、100分の50以下を自己
の計算において所有している
にもかかわらず当該他の会社
を関連会社としなかった当該
他の会社の名称 

Onnto Corporation（台湾） 

（関連会社としなかった理由） 

連結子会社の主たる営業目的
である投資育成のために取得し
たものであり、営業、人事、資
金その他の取引を通じて投資先
会社の支配を目的とするもので
ないためであります。 

(3)他の会社の議決権の100分の
20以上、100分の50以下を自己
の計算において所有している
にもかかわらず当該他の会社
を関連会社としなかった当該
他の会社の名称 

Onnto Corporation（台湾） 

（関連会社としなかった理由） 

連結子会社の主たる営業目的
である投資育成のために取得し
たものであり、営業、人事、資
金その他の取引を通じて投資先
会社の支配を目的とするもので
ないためであります。 

 (4)持分法適用会社のうち、中間
決算日が中間連結決算日と異
なる会社については、各社の中
間会計期間に係る中間財務諸
表を使用しております。 

(4) 

同左 

(4)持分法適用会社のうち、決算
日が連結決算日と異なる会社
については、各社の事業年度に
係る財務諸表を使用しており
ます。 

3.連結子会社の中間決算日 

(決算日)等に関する事項 

全ての連結子会社の中間決算

日は、中間連結決算日と一致して
おります。 

連結子会社のうち、ＶＬ・ＡＴ

ＥＣ㈱及びVLI-VC１号投資事業
有限責任組合の中間決算日は６

月30日であります。 

中間連結財務諸表の作成に当
たっては、同中間決算日現在の財

務諸表を使用しております。ただ

し、７月１日から中間連結決算日
９月30日までの期間に発生した

重要な取引については、連結上必

要な調整を行っております。 
上記以外の連結子会社の中間

決算日は、中間連結決算日と一致

しております。 

連結子会社のうち、ＶＬ・ＡＴ

ＥＣ㈱及びVLI-VC１号投資事業
有限責任組合の決算日は12月31

日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっ
ては、同決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、１月

１日から連結決算日３月31日ま
での期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。 
上記以外の連結子会社の決算

日は、連結決算日と一致しており

ます。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

4.会計処理基準に関する事項 

 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方

法 
①有価証券 

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)重要な資産の評価基準及び評価方

法 
①有価証券 

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)重要な資産の評価基準及び評価方

法 
①有価証券 

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。 

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 
 ③たな卸資産 

主として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 

 
(2)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2)重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

 

①有形固定資産 
当社及び国内連結子会社は

主として定率法（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）は

定額法）を採用し、在外連結

子会社は主として定額法を採
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         13年～50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、ソフトウェア及び
営業権については、以下のと

おりであります。 

ａ．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） 

ｂ．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 

ｃ．営業権 

商法施行規則に規定する
最長期間（５年）にわたる

均等償却 

②無形固定資産 

定額法を採用しておりま

す。なお、ソフトウェア及び
のれんについては、以下のと

おりであります。 

ａ．市場販売目的ソフトウェア 
同左 

 

 
 

ｂ．自社利用ソフトウェア 

同左 
 

ｃ．のれん 

毎期均等償却（５年） 
 

 

②無形固定資産 

同左 

 
 

 

ａ．市場販売目的ソフトウェア
同左 

 

 
 

ｂ．自社利用ソフトウェア 

同左 
 

ｃ．営業権 

同左 
 

 



 

 - 20 - 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 (3)重要な引当金の計上基準 
 ①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失
に備えるため、当社及び国内
連結子会社は、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。また、在
外連結子会社は貸倒懸念債
権等特定の債権については
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 

 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
額のうち当中間連結会計期
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
額のうち当連結会計年度負
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、当中間連結会計期間
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、当中間連結会
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、当連結会計年度末に
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)重要な外貨建の資産又は負債
の本邦通貨への換算の基準 
外貨建金銭債権債務は、中
間連結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。なお、在外連結子会社
等の資産及び負債は、中間連
結決算日の直物為替相場によ
り円貨に換算し、収益及び費
用は、期中平均相場により円
貨に換算し、換算差額は少数
株主持分及び資本の部におけ
る為替換算調整勘定に含めて
計上しております。 

(4)重要な外貨建の資産又は負債
の本邦通貨への換算の基準 

   外貨建金銭債権債務は、中
間連結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。なお、在外連結子会社
等の資産及び負債は、中間決
算日の直物為替相場により円
貨に換算し、収益及び費用は、
期中平均相場により円貨に換
算し、換算差額は純資産の部
における為替換算調整勘定及
び少数株主持分に含めて計上
しております。 

(4)重要な外貨建の資産又は負債
の本邦通貨への換算の基準 
外貨建金銭債権債務は、連
結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。なお、在外連結子会社等
の資産及び負債は、連結決算
日の直物為替相場により円貨
に換算し、収益及び費用は、
期中平均相場により円貨に換
算し、換算差額は少数株主持
分及び資本の部における為替
換算調整勘定に含めて計上し
ております。  

 (5)重要な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。 

(5)重要なリース取引の処理方法 

同左 
 

(5)重要なリース取引の処理方法 

同左 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 (6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法 (6)重要なヘッジ会計の方法     
 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 

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 

 
 

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 

 

 

(7)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事
項 

(7)その他中間連結財務諸表作成

のための基本となる重要な事
項 

(7)その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

 

 
 

①消費税等の会計処理 

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 
 

 

 
 

 

②連結納税制度の適用 

当中間連結会計期間から
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 

当連結会計年度から連結
納税制度を適用しておりま

す。 

5.中間連結キャッシュ・フロ
ー計算書（連結キャッシ

ュ・フロー計算書）におけ

る資金の範囲 

 

  手許現金、随時引出し可能な預
金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、

容易に換金可能であり、かつ、価
値の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資から

なっております。 

同左 

 

同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（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） 

  当中間連結会計期間より、「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 1,307,903千円であります。 

  なお、当中間連結会計期間における中間

連結貸借対照表の純資産の部については、
中間連結財務諸表規則の改正に伴い、改正

後の中間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

 
 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自  平成17年４月 1日 

至  平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自  平成18年４月 1日 

至  平成18年９月30日） 

（中間連結貸借対照表） 

１．「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、前中間連結会計期間末まで「営業出資
金」に含めて表示しておりました投資事業組合出資金600,000

千円（前中間連結会計期間末500,000千円）については、当中間

連結会計期間から「営業投資有価証券」に計上しております。 
２．前中間連結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「営業貸付金」（前中間連結会計期間末45,000

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。 

３．前中間連結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」（前中間連結会計期間末12,082
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。 

４．前中間連結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」（前中間連結会計

期間末19,133千円）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。 
５．前中間連結会計期間末まで区分掲記しておりました「仮受金」

（当中間連結会計期間末2,984千円）については、負債、少数株

主持分及び資本の合計額の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。 

（中間連結損益計算書） 

１．前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「仕入割引」
（当中間連結会計期間36千円）については、営業外収益の総額

の100分の10以下となったため、営業外収益の「その他」に含め

て表示しております。 
２．前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含めて表

示しておりました「為替差損」（前中間連結会計期間末954千円）

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。 

（中間連結キャッシュ･フロー計算書） 

１．前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ･フローの
「その他」に含めて表示しておりました「営業貸付金の増減額」

（前中間連結会計期間△45,000千円）については、金額的重要

性が増したので、区分掲記しております。 
２．前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ･フローの

「その他」に含めて表示しておりました「未収入金の増減額」

（前中間連結会計期間△9,626千円）については、金額的重要性
が増したので、区分掲記しております。 

（中間連結貸借対照表） 

１．前中間連結会計期間末まで区分掲記しておりました「営業貸
付金」（当中間連結会計期間末44,800千円）については、全額

引当した営業貸付金を長期貸付金へ振替えたことにより、資産

総額の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。 

２．前中間連結会計期間末まで区分掲記しておりました「未収入

金」（当中間連結会計期間末1,994千円）については、資産総額
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。 

３．前中間連結会計期間末まで固定資産の「その他」に含めて表
示しておりました「長期貸付金」（前中間連結会計期間末3,285

千円）については、全額引当した営業貸付金を長期貸付金へ振

替えたことにより、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。 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

（中間連結損益計算書） 
 

 

 
 

 

 
 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシュ･フローに
区分掲記しておりました「前渡金の増減額」（当中間連結会計

期間2,163千円）については、金額的重要性が乏しくなったため、

「その他」に含めて表示しております。 
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追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  １．従来、事務所として使用しておりま
した賃貸物件（建物）は、グループ会

社の事務所移転に伴い外部への賃貸等

に変更しております。このため、固定
資産の「有形固定資産」に計上してお

りました「建物」は当該利用目的変更

に基づき、投資その他の資産の「投資
建物」への計上に変更することといた

しました。 

この結果、前連結会計年度と同一の
基準によった場合に比べ、営業外費用

の「賃貸資産費用」は206千円増加し、

販売費及び一般管理費は206千円減少
しており、あわせて営業損失も206千

円減少しております。 

 

 

注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、
55,021千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、
50,733千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、
43,877千円であります。 

※２．担保に供している資産及び担保債務 

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 
  

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。 

※２．担保に供している資産及び担保債務 

担保に供している資産 
差入保証金               3,953千円 

合        計         3,953千円 

  
上記に対応する債務 

買 掛 金            588千円 

 
 

※２．担保に供している資産及び担保債務 

担保に供している資産 
差入保証金               3,939千円 

合        計         3,939千円 

  
上記に対応する債務 

買 掛 金            622千円 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な
費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

給 与 手 当      209,406千円 

賞与引当金繰入額  16,464千円 

退職給付費用      10,573千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な
費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

給 与 手 当      218,996千円 

賞与引当金繰入額  15,404千円 

退職給付費用      12,365千円 

貸倒引当金繰入額   1,040千円 

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な
費目及び金額は次のとおりでありま

す。 

給 与 手 当      412,038千円 

賞与引当金繰入額  16,744千円 

退職給付費用      22,306千円 

※２． ※２．固定資産売却損の内訳は次のとおり

であります。 

    投資建物      2,408千円 

     器具備品      5,879千円 

ソフトウェア         243千円 

※２． 

 

※３． 
※３.減損損失 

当中間連結会計期間において、当社

グループは以下の資産について減損

損失を計上いたしました。 

場所 用途 種類 

長崎県 

対馬市 
事業開発 土地 

当社グループは、固定資産について、

所在地ごとにグルーピングを実施い

たしました。当該資産については、土

地の時価が大幅に下落しており、また

事業の再構築にあたり事業領域の選

択を行った結果、将来における収益獲

得・費用削減等の効果が見込めないも

のと判断しましたので、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88,543千円（土地88,543千

円）として特別損失に計上いたしまし

た。 

なお、当該資産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

土地については固定資産税評価額に

基づいた時価により評価しておりま

す。 

※３.減損損失 

当連結会計年度において、当社グル

ープ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 

当社グループは、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。 

※４． 

 

※４．事業整理損は次のとおりであります。 

メモリーカードアダプター整理損 

16,666千円 

介護システムのソフトウェア整理損 

17,746千円 

遠隔監視システム事業関係 

投資整理損            6,666千円 

※４．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 

ロジスティックマネジメント事業関係

投資整理損            7,597千円  
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 前連結会計年度末株

式数（千株） 

当中間連結会計期間

増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間

末株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 (注)１ 38,940 10,000 － 48,940 

合計 38,940 10,000 － 48,940 

自己株式     

普通株式 (注)２ 17 1 － 18 

合計 17 1 － 18 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加10,000千株は、第三者割当による新株の発行による増加であり

ます。 

２．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。 

 

 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前連結会

計年度末 

当中間連結

会計期間増

加 

当中間連結

会計期間減

少 

当中間連結

会計期間末 

当中間連結

会計期間末

残高（千円） 

第２回新株予約権 普通株式 1,750 － － 1,750 1,750 

第３回新株予約権 普通株式 12,050 － － 12,050 12,050 提出会社 

第４回新株予約権(注)１ 普通株式 － 5,000 － 5,000 5,000 

連結子会社 － －     2,000 

合計      25,800 

 

（注）１．第４回新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） 

現金及び預金勘定           669,600千円        

担保に供している定期預金  △22,000千円 

現金及び現金同等物         647,600千円 

※１．現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されてい

る科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） 

現金及び預金勘定           482,723千円        

現金及び現金同等物         482,723千円 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係 

（平成18年３月31日現在） 

現金及び預金勘定           289,406千円        

現金及び現金同等物        289,406千円 

※２．  

 

※２．  

 

※２．当連結会計年度に株式の売却により

連結子会社でなくなった会社の資産及

び負債の主な内訳 

 

 

 

 

株式の売却により㈱アルファ・クリエイ

トが連結子会社でなくなったことに伴う

売却時の資産及び負債の内訳並びに㈱ア

ルファ・クリエイトの売却価額と売却に

よる収入は次のとおりであります。 

  
 
流動資産 32,214千円 

固定資産 853千円 

流動負債 △16,813千円 

固定負債 △ 7,866千円 

株式売却益 1,611千円 

㈱アルファ・クリエイト

の売却価額 

10,000千円 

㈱アルファ・クリエイト 

現金及び現金同等物 

5,619千円 

差引 売却による収入 4,380千円 
 

 

 

 

 
株式の売却により㈱キッチンバンクが

連結子会社でなくなったことに伴う売却

時の資産及び負債の内訳並びに㈱キッチ

ンバンクの売却価額と売却による収入は

次のとおりであります。 

  
 
流動資産 7,157千円 

固定資産 15,470千円 

流動負債 △ 6,129千円 

固定負債 △39,000千円 

株式売却益 32,501千円 

㈱キッチンバンクの 

売却価額 

10,000千円 

㈱キッチンバンク 

現金及び現金同等物 

586千円 

差引 売却による収入 9,413千円 
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①セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

 

前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日） 

 

ＩＴ関連事業 

（千円） 

企業再生支

援・投融資
関連事業 

（千円） 

ロジスティ

ックマネジ
メント事業 

（千円） 

その他事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 
（千円） 

連結 

（千円） 

売上高        

（1）外部顧客に対する売上高 1,413,953 7,273 397,468 24,675 1,843,370 － 1,843,370 

（2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
1,374 － 1,912 90 3,377 （3,377） － 

計 1,415,327 7,273 399,381 24,766 1,846,748 （3,377） 1,843,370 

営業費用 1,532,617 34,411 399,669 59,280 2,025,978 69,513 2,095,491 

営業損益（△は損失） △117,289 △27,137 △287 △34,513 △179,229 （72,890） △252,120 

(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おります。 

２．各区分に属する主要な製品又は事業の内容等 

事業区分 主要な製品又は事業の内容等 

ＩＴ関連事業 

・デジタルメディアプレイヤー、パソコン用内蔵電源装置、ＭＰ３プレイヤー（携
帯デジタルオーディオプレイヤー） 

・ＵＲＬフィルタリング、コンテンツセキュリティ、レポーティング、暗号、 

コンピュータペスト対策、遠隔監視システム 
・接骨院レセプトシステム、介護システム 

企業再生支援・投融資関連事業 
・企業再生支援（投資、再生コンサルティング）、投資事業組合管理事業、 

その他投融資事業 

ロジスティックマネジメント事業 ・冊子の印刷、封入封緘、宛名クリーニング、コールセンター業務 

その他事業 
・日用品雑貨の小売販売 

・複合部材事業 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めました配賦不能営業費用の金額は144,631千円であり、その主なものは当社グル

ープの管理部門に係る費用であります。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平成18年９月30日） 

 

ＩＴ関連事業 

（千円） 

企業再生支

援・投融資

関連事業 
（千円） 

ロジスティ

ックマネジ

メント事業 
（千円） 

その他事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高        

（1）外部顧客に対する売上高 325,312 9,127 514,935 － 849,374  849,374 

（2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
293 － － － 293 △293 － 

計 325,605 9,127 514,935 － 849,668 △293 849,374 

営業費用 575,399 21,702 467,705 86,905 1,151,712 144,661 1,296,373 

営業損益（△は損失） △249,793 △12,574 47,229 △86,905 △302,044 △144,954 △446,998 

(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おります。 

２．各区分に属する主要な製品又は事業の内容等 

事業区分 主要な製品又は事業の内容等 

ＩＴ関連事業 

・ＵＲＬフィルタリング、コンテンツセキュリティ、レポーティング、暗号、 

コンピュータペスト対策、遠隔監視システム 
・デジタルメディアプレイヤー、パソコン用内蔵電源装置、ＭＰ３プレイヤー（携

帯デジタルオーディオプレイヤー） 

・接骨院レセプトシステム、介護システム 
・リチウムイオンバッテリー他電子部品 

企業再生支援・投融資関連事業 
・企業再生支援（投資、再生コンサルティング）、投資事業組合管理事業、 

その他投融資事業 

ロジスティックマネジメント事業 
・セールスプロモーション事業 
・クロスメディアプロモーション事業 

その他事業 
・日用品雑貨の小売販売 

・複合部材事業 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めました配賦不能営業費用の金額は144,661千円であり、その主なものは当社グル

ープの管理部門に係る費用であります。 
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前連結会計年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日） 

 

ＩＴ関連事業 

（千円） 

企業再生支

援・投融資

関連事業 
（千円） 

ロジスティ

ックマネジ

メント事業 
（千円） 

その他事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高        

（1）外部顧客に対する売上高 2,465,622 35,744 682,525 48,966 3,232,858 － 3,232,858 

（2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
1,497 － 2,018 94 3,610 （3,610） － 

計 2,467,119 35,744 684,543 49,060 3,236,468 （3,610） 3,232,858 

営業費用 2,721,072 24,832 680,103 110,928 3,536,937 283,082 3,820,020 

営業損益（△は損失） △253,953 10,912 4,440 △61,867 △300,468 （286,693） △587,161 

(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おります。 

２．各区分に属する主要な製品又は事業の内容等 

事業区分 主要な製品又は事業の内容等 

ＩＴ関連事業 

・ＵＲＬフィルタリング、コンテンツセキュリティ、レポーティング、暗号、 

コンピュータペスト対策、遠隔監視システム 
・デジタルメディアプレイヤー、パソコン用内蔵電源装置、ＭＰ３プレイヤー（携

帯デジタルオーディオプレイヤー） 

・接骨院レセプトシステム、介護システム 
・リチウムイオンバッテリー他電子部品 

企業再生支援・投融資関連事業 
・企業再生支援（投資、再生コンサルティング）、投資事業組合管理事業、 

その他投融資事業 

ロジスティックマネジメント事業 
・セールスプロモーション事業 

・クロスメディアプロモーション事業 

その他事業 
・複合部材事業 

・半導体・ＬＣＤ事業 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めました配賦不能営業費用の金額は294,690千円であり、その主なものは当社グル

ープの管理部門に係る費用であります。 

 

２．所在地別セグメント情報 
前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平

成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。 

 

３．海外売上高 
前中間連結会計期間（自 平成17年４月１日  至 平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日  至 平

成18年９月30日）及び前連結会計年度（自 平成17年４月１日  至 平成18年３月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

②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。 
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③有価証券 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）  

１．その他有価証券で時価のあるもの                                              

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（1）株      式 

（2）債      券 

（3）そ  の  他 

－ 

－ 

2,391 

－ 

－ 

2,053 

－ 

－ 

△338 

合          計 2,391 2,053 △338 

（注）下落率が30～50％の株式の減損処理にあたっては、個別銘柄毎に保有有価証券の時価水準を把握するとともに、回復

可能性等を総合的に勘案して判断しております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場国内株式 

投資事業有限責任組合への出資 

 

304,353 

600,000 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）  

１．その他有価証券で時価のあるもの                                              

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（1）株      式 

（2）債      券 

（3）そ  の  他 

－ 

－ 

2,386 

－ 

－ 

2,444 

－ 

－ 

58 

合          計 2,386 2,444 58 

（注）下落率が30～50％の株式の減損処理にあたっては、個別銘柄毎に保有有価証券の時価水準を把握するとともに、回復

可能性等を総合的に勘案して判断しております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場国内株式 

非上場外国株式 

非上場債券 

 

379,615 

61,146 

200,000 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）  

１．その他有価証券で時価のあるもの                                              

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（1）株      式 

（2）債      券 

（3）そ  の  他 

－ 

－ 

2,391 

－ 

－ 

2,579 

－ 

－ 

188 

合          計 2,391 2,579 188 

（注）下落率が30～50％の株式の減損処理にあたっては、個別銘柄毎に保有有価証券の時価水準を把握するとともに、回復

可能性等を総合的に勘案して判断しております。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場国内株式 

非上場債券 

 

602,176 

200,000 
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④デリバティブ取引 
ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。 

 
⑤１株当たり情報 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（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        79円00銭 

１株当たり中間純損失金額   4円07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        26円73銭 

１株当たり中間純損失金額  39円87銭 

 

同左 

 

１株当たり純資産額        62円68銭 

１株当たり当期純損失金額  22円11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。 

 前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（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) 147,646 1,852,476 825,621 

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) 147,646 1,852,476 825,621 

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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⑥重要な後発事象 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（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。その概要は

次のとおりであります。 

 

①社名    ＶＬ・ＡＴＥＣ㈱ 

②資本金     500,000千韓国ウォン 

③代表者     関塚 聖一 

④議決権比率  100％ 

⑤設立時期    平成17年12月 

⑥主な設立目的 

アジア市場での半導体・ＬＣＤ装置関

連技術を基盤として、当該分野における

各種装置向け部品の製作・切削加工事業

の受託開発及び販売 

 

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。その概要は次のと

おりであります。 

 

（１）半導体・LCD事業の撤退に伴う子会社

の解散及び清算に至った経緯 

    当社半導体・LCD事業について、当

初計画していた売上が上がらず、ビジ

ネスが立ち上がるまでに相当な時間

を要することに加え、当初計画されて

いなかった工場建設費等の追加投資

が必要になってしまったため、これ以

上の人的及び資金的流出を防ぎ、採算

性の確保を図る目的として当該事業

からの撤退及び関連子会社の清算を

行うこととしました。 

（２）当該子会社の概要 

  ①名称 

   VL・ATEC株式会社 

（英語表記：VL－ATEC Co.,Ltd） 

②代表者の氏名 

 代表取締役社長 関塚聖一 

③資本金 

  500,000千ウォン（58,853千円） 

④持分比率 

 100％ 

⑤事業の内容 

 在韓企業ATEC ENGINEERING社との提

携により、その保有する半導体・LCD装

置関連技術を基盤として、当該分野に

おける各種装置向け部品の製作・切削

加工事業の受託開発及び販売 

（３）解散の日程 

  平成18年10月13日  

当社取締役会承認手続 

  平成18年10月13日  

VL・ATEC取締役会 

（清算・総会開催日決議） 

  平成18年10月16日  

VL・ATEC臨時株主総会決議 

（会社解散決議・清算人決議） 

  平成18年10月16日  

会社解散（営業停止） 

  平成19年 １月16日  

清算手続完了（予定） 

（４）損益に与える影響 

 当該子会社清算による連結業績に与え

る影響は軽微であります。 

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。その概要は次のと

おりであります。 

 

①発行する新株式数     10,000,000株 

②発行価額           １株につき72円 

③発行価額の総額      720,000,000円 

④発行価額中資本に組入れる額 

１株につき36円 

⑤資本組入額の総額    360,000,000円 

⑥申込期間 

平成18年５月15日から 

平成18年５月16日まで 

⑦払込期日       平成18年５月16日 

⑧配当起算日       平成18年４月１日 

⑨新株交付日       平成18年５月17日 

⑩割当先及び株式数 

   長井 博實          3,000,000株 

福光 一七          1,500,000株 

横山 麻以          1,000,000株 

山田 美徳          1,000,000株 

新保 啓           1,000,000株 

福光 大輔            750,000株 

関塚 聖一            750,000株 

徳田 岩雄            500,000株 

有限会社ハイサイド・ファイブ 

500,000株 

⑪資金の使途 

運転資金（新規事業資金）及び子会

社等への投融資資金に充当 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 

 

 

 

２．当社は、平成18年10月13日開催の取締役

会において、下記の固定資産の譲渡を決議

いたしました。概要は次のとおりでありま

す。 

（１）譲渡資産の内容 
資産の内容及び

所在地 

帳簿 

価額 

譲渡 

価額 

現況 

土地：271.55㎡ 

（東京都足立区

西 新 井 六 丁 目

1052番5） 

71,000

千円 

90,000 

千円 

更地 

 

（２）譲渡先の概要 

 

（３）譲渡の日程 

 平成18年10月13日 取締役会決議 

 平成18年10月19日 契約締結 

 平成18年11月30日 物件引渡し 

（４）損益に及ぼす影響 

 当該固定資産の譲渡による固定資産売

却益等は、およそ16,000千円と見込んで

おり、下期に特別利益として反映される

見通しであります。 

 

商号 アルプスランドプロパティ

ーズ株式会社 

本店所在地 東京都港区三田３－２－３ 

代表者 小林 茂 

資本の額 20,000千円 

大株主 澤木誠一 64％ 

小林 茂  36％ 

主な事業内容 不動産売買業 

当社との関係 なし 

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。その概要は次のとおり

であります。 

 

①発行する新株予約権の総数  5,000個 

②発行価額        １個につき2,000円 

③発行価額の総額       10,000,000円 

④申込期日         平成18年５月16日 

⑤払込期日       平成18年５月16日 

⑥行使に際して払い込むべき額 

（行使価額） 

 (1)行使価額    １個につき77,000円 

 

 (2)行使価額の調整 

新株予約権発行後、当社が時価を下

回る価額で新株式の発行又は自己株式

の処分（新株予約権の行使による場合

は除く）を行うときは、次の算式によ

り１株当たりの払込金額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は切り

上げる。 
 

 

  

新規発行 

株式数 × 
１株当たり 

払込価額 
既発行   

株式数 
 ＋ 

1株当たりの時価 
調整後    

行使価額 
= 
調整前    

行使価額 
  × 

既発行株式数＋新規発行株式数 

 
上記の算式において、「既発行株式

数」とは当社の発行済株式数から当社

が保有する自己株式数を控除した数と

し、自己株式の処分を行う場合には、

「新規発行株式数」を「処分する自己

株式数」、また「１株当たりの払込金

額」を「１株当たりの処分金額」に、

それぞれ読み替えるものとする。また、

発行日以降、当社が当社普通株式の分

割又は併合を行う場合には１株当たり

の払込金額は当該株式の分割又は併合

の比率に応じ比例的に調整されるもの

とし、調整により生じる１円未満の端

数は切り上げる。 

さらに発行日以降、当社が資本の減

少、合併又は会社分割を行う場合、そ

の他これらの場合に準じて払込金額の

調整を必要とするやむを得ない事由が

生じたときは、資本の減少、合併又は

会社分割の条件等を勘案のうえ、合理

的な範囲で払込金額を調整するものと

する。 

⑦行使に際して払い込むべき額の総額 

385,000,000円 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

  ⑧新株予約権の行使期間 

平成18年６月１日から 

平成20年５月16日まで 

⑨新株予約権の行使の条件 

新株予約権の一部行使はできないもの

とする。 

⑩割当先及び株式数 

   長井 博實              2,000個 

マック３号投資事業組合 1,000個 

マック４号投資事業組合 1,000個 

廣部 英子                500個 

鈴木 青樹                500個 

⑪資金の使途 

投融資資金、Ｍ＆Ａ資金及び運転資金

に充当 

 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。その概要

は次のとおりであります。 

（１）発行新株式の種類及び数 

    普通株式  3,000,000株  

（２）発行価額の総額 

    135,000,000円 

（３）発行価額 

    1株につき、45円 

（４）資本組入額 

    1株につき、23円 

（５）募集の方法 

    第三者割当の方法により、全額を新

興支援投資事業有限責任組合に割り

当てる。 

（６）発行のスケジュール 

    平成18年11月10日（金）  

取締役会（発行、条件決議） 

    平成18年11月10日（金）  

有価証券届出書提出日（EDINET） 

    平成18年11月18日（土）  

有価証券届出書効力発生予定日 

    平成18年11月29日（水） 

 第三者割当申込開始日 

    平成18年11月30日（木） 

 第三者割当申込期日 

    平成18年11月30日（木） 

 第三者割当払込期日、第三者割当

新株式効力発生日 

    平成18年12月12日（火） 

 第三者割当新株券交付日  

（７）資金使途 

    無担保転換社債型新株予約権付社

債の発行分と合わせて、当社の財務体

質の強化、好調に推移しているセール

スプロモーション事業への投資、主力

事業であるIT関連事業への投資資

金・事業基盤強化のためのM&A資金と

して使用する予定であります。 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 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。その概要は次のと

おりであります。 

（１）発行総額 

1,050,000,000円 

（２）発行価額 

    額面金額の100％ 

（各社債額面金額 50,000千円） 

（３）募集の方法 

    第三者割当の方法により、全額を新

興支援投資事業有限責任組合に割り

当てる。 

（４）払込期日 

    平成18年11月30日 

（５）償還期限 

    平成20年11月30日 

（６）利率 

    本社債に利息は付さない。 

（７）本新株予約権の目的となる株式の種類

及び数 

 ①種類  当社普通株式 

 ②数   本新株予約権の行使請求によ

り当社が当社普通株式を交付

する数は、行使請求する本新株

予約権に係る本社債の払込金

額の総額を下記（９）②記載の

転換価額(ただし、転換価額が

修正または調整された場合に

は修正後または調整後の転換

価額)で除して得られる最大整

数とする。 

（８）本新株予約権の総数 

   21個 

（９）本新株予約権の行使に際して払い込む

べき額 

 ①本社債の発行価額と同額とする。ただ

し、交付株式数に下記（９）②記載の転

換価額(ただし、転換価額が修正または

調整された場合には修正後または調整

後の転換価額)を乗じた額が行使請求す

る本新株予約権に係る本社債の払込金

額の総額を下回る場合には、本新株予約

権の行使に際して出資される財産は、当

該差額部分を除く本社債とし、この場合

の本社債の価額は、本社債の払込金額か

ら上記差額を差し引いた額とする。上記

ただし書きの場合には、本社債の償還金

として上記差額を償還する。 

 ②新株予約権の行使に際して払込をなす

べき1株あたりの額（以下、転換価額と

いう）は当初45円とする。 

③転換価額の修正 

本新株予約権付社債の発行後、毎月第

２、第４金曜日（以下「決定日」という。）

の翌取引日以降、転換価額は、決定日ま

で（当日を含む。）の３連続取引日（た

だし、終値（気配表示を含む。以下同じ。）

のない日は除き、決定日が取引日でない

場合には、決定日の直前の取引日までの

３連続取引日とする。以下「時価算定期

間」という。）の株式会社ジャスダック 

 



 

 - 35 - 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

 証券取引所における当社普通株式の普

通取引の毎日の終値の平均値の90％に

相当する金額（円位未満小数第2位まで

算出し、その小数第2位を切り上げる。

以下「決定日価額」という。）に修正さ

れる。なお、時価算定期間内に、転換価

額の調整事由が生じた場合には、修正後

の転換価額は、本新株予約権付社債の社

債要綱に従い当社が適当と判断する金

額に調整される。ただし、かかる算出の

結果、決定日価額が30円（以下「下限転

換価額」という。）を下回る場合には、

修正後の転換価額は下限転換価額とし、

決定日価額が60円（以下「上限転換価額」

という。）を上回る場合には、修正後の

転換価額は上限転換価額とする。 

 ④転換価額の調整 

   当社は、本新株予約権付社債の発行

後、当社普通株式数に変更を生じる場合

または変更を生ずる可能性がある場合

は、次に定める算式（以下「転換価額調

整式」という。）をもって転換価額を調

整する。 

 

 

  

交付普通 

株式数 × 
１株当たりの 

払込価額 
既発行   

普通株式

数 

 ＋ 
時価 

調整後    

転換価額 
= 
調整前    

転換価額 
  × 

既発行普通株式数＋交付普通株式数 

 

 「既発行普通株式数」は、当社普通株式の

株主（以下「当社普通株主」という。）

に割当を受ける権利を与えるための基

準日が定められている場合はその日、ま

た、当該基準日が定められていない場合

は、調整後の転換価額を適用する日の1

ヶ月前の日における当社の発行済株式

数から当該日における当社の有する当

社普通株式数を控除し、当該転換価額の

調整前に、「交付普通株式数」とみなさ

れた当社普通株式のうち未だ交付され

ていない当社普通株式の株式数を加え

るものとする。なお、当社普通株式の株

式分割が行われる場合には、転換価額調

整式で使用する交付普通株式数は、基準

日における当社の有する当社普通株式

に関して増加した当社普通株式数を含

まないものとする。 

（10）新株予約権の行使期間 

    平成18年11月30日から平成20年11

月30日まで。 

（11）新株予約権の行使の条件 

    新株予約権の一部行使はできない

ものとする。  

（12）資金使途 

    新株式の発行分と合わせて、当社の

財務体質の強化、好調に推移している

セールスプロモーション事業への 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

    

投資、主力事業であるIT関連事業への投

資資金・事業基盤強化のためのM&A資金

として使用する予定であります。 

 

 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。 

（１） 株式交換契約の概要 

① 株式交換の内容 

    当社は、会社法第796条に基づく簡

易組織再編の手続きによる株式交換

を行います。 

 ② 株式交換効力発生日 

    平成18年12月2日 

 ③ 株式交換に際して交付する株式及び

その割当 

    当社は、株式会社アガットコンサル

ティングとの株式交換に際して普通

株式2,390,000株を発行し、効力発生

日の前日の最終の株式会社アガット

コンサルティングの株主名簿に記載

又は記録された株主に対して、その所

有する株式会社アガットコンサルテ

ィングの普通株式1株につき当社の普

通株式478株の割合をもって割当交付

します。 

 ④ 増加すべき資本金及び資本準備金の額 

資本金 

     資本金の増加は行いません。 

    資本準備金 

     増加すべき資本準備金の額は、会

社計算規則第68条に定める株主

払込資本変動額に株式発行割合

を乗じて得た額 

（２）株式会社アガットコンサルティングの

概要 

 ① 主な事業内容 

     会計業務・内部監査のアウトソーシ

ング及びコンサルティングサービス、

M&Aや企業再生のコンサルティング業

務及びデューデリジェンス業務 

② 売上高及び当期純利益 

（平成18年5月中間期） 

     売上高   72,630千円 

     当期純利益  1,722千円 

③ 資産、負債、純資産の状況 

   （平成18年5月31日現在） 

        資産合計  65,194千円 

     負債合計  38,472千円 

     純資産合計 26,722千円 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1)生産実績 

該当事項はありません。 

 
(2)受注状況 

当社及び連結子会社は卸売形態中心の商活動を行っており、また当社グループのＩＴ関連事業の一部は受注販売活動を行って

おりますが、いずれも受注から納品までの期間が短く受注実績が比較的僅少なため、その状況は記載しておりません。 

 
(3)販売実績 

当中間連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

前年同期比 
事業の種類別セグメントの名称 

金額（千円） 割合（％） 

ＩＴ関連事業 325,312 23.0 

企業再生支援・投融資関連事業 9,127 125.5 

ロジスティックマネジメント事業 514,935 129.6 

その他事業 － － 

合    計 849,374 217.0 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販

売実績に対する割合は次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 

     至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

     至 平成18年９月30日） 相手先 

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

㈱ヨドバシカメラ 208,129 17.9 － － 

九十九電機㈱ 53,795 4.6 3,832 0.5 

㈱アシストワン － － 116,339 13.7 

㈱ ユナイテツドエージェンシー － － 87,844 10.3 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


