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（訂正）平成19年３月期 決算短信の訂正について 
 
 

平成19年５月18日に発表いたしました平成19年３月期決算短信につきまして一部誤りがございま

したので、下記のとおり訂正いたします。 

 

 

記 
 

訂正箇所及び正誤表 

（誤りの部分は下線部分） 
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㈱バーテックス リンク (9816) 平成 19 年３月期決算短信 

（訂正前）  （3ページ） 

経営成績 

 

1. 経営成績に関する分析 

 

 当期における世界経済は、米国において、原油価格の高止まりや住宅投資の減少などが景気への懸念材料となっておりま

したが、企業収益の向上や個人消費の下支えなどにより底堅く推移し、欧州経済もユーロ高による収益面での影響はありました

が、輸出の増加や域内取引の増加を背景に伸長しました。また、中国経済は、今年年初に株式市場において混乱を招く局面

もありましたが、企業における設備投資の拡大などを背景に、好調に推移しました。我が国経済も同様に、企業収益が好調に

推移し、民間設備投資や個人消費の回復、雇用情勢の好転などにより、緩やかながらも拡大しました。 

  

（１）当期の業績全般に関する事業の種類別セグメントの状況 

このような経済状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、過去の投資活動の結果発生した

債権・資産の再評価を行うとともに、不採算事業部門の事業整理・撤退、人員整理をはじめとした経営の合理化を実施し、採算

部門の事業ドメイン拡大に努めました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 2,072 百万円（前年同期比 1,159 百万円減少）、営業損失 572 百万円（前年同

期比 14 百万円減少）、経常損失 700 百万円（前年同期比 37 百万円増加）、当期純損失 2,219 百万円（前年同期比 1,393 百

万円増加）、と、減収、減益となりました。 

特に、当連結会計年度において、過去の投資案件を再評価することにより計上した投資有価証券評価損が 198 百万円、営

業投資有価証券評価損が 447 百万円、貸倒引当金繰入額が 739 百万円、過去に進出した事業からの撤退により生じた事業整

理損が 93 百万円となり、特別損失の計上額合計で 1,746 百万円となりました。 

 

 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。 

①IT 関連事業 

 IT 関連事業におきましては、URL フィルタリングソフト、コンテンツセキュリティソフトに関しましては、売上高は堅調に推移しま

したが、業務フローの見直しをはじめとする合理化を進めほぼ計画通りの業績を得ることができました。この合理化の効果は次

期以降に効果を発現する予定です。一方で、セキュリティコンサルティングにつきましては、大手中古車販売業者向けプロジェ

クトに大きく収益を依存する計画で事業を進めておりましたところ、当該プロジェクトのスケジュールが相手先都合により大きく遅

延し当連結会計年度の売上高、および利益が大きく減少いたしました。 

マルチメディア事業に関しましては単なる VOD 機器のメーカーとしての事業にさらなる収益拡大の機会を見出すことには限

界があると判断し、当連結会計年度末にコンテンツ供給能力、コンテンツ配信システム供給能力を持つ株式会社バズスタイル

（現社名 株式会社シーサイド）を完全子会社とし、グループ全体での当該事業ドメインでのシナジー効果を期す体制を構築い

たしました。 

（株式会社バズスタイルの子会社化につきましては、平成 19 年 3 月 22 日に開示した「事業譲り受け及び株式取得（子会社化）

に関するお知らせ」を参照ください。） 

この結果、IT 関連事業における売上高は 960 百万円（前年同期比 1,506 百万円減少）、営業損失は 275 百万円（前年同期

比 17 百万円減少）となりました。 

 

②企業再生支援・投融資関連事業  

企業再生支援・投融資関連事業におきましては、当連結会計年度前半期まで行われてきた投融資事業を一時中断し、当該 

－１－ 



㈱バーテックス リンク (9816) 平成 19 年３月期決算短信 

（訂正後）  （3ページ） 

経営成績 

 

1. 経営成績に関する分析 

 

 当期における世界経済は、米国において、原油価格の高止まりや住宅投資の減少などが景気への懸念材料となっておりま

したが、企業収益の向上や個人消費の下支えなどにより底堅く推移し、欧州経済もユーロ高による収益面での影響はありました

が、輸出の増加や域内取引の増加を背景に伸長しました。また、中国経済は、今年年初に株式市場において混乱を招く局面

もありましたが、企業における設備投資の拡大などを背景に、好調に推移しました。我が国経済も同様に、企業収益が好調に

推移し、民間設備投資や個人消費の回復、雇用情勢の好転などにより、緩やかながらも拡大しました。 

  

（１）当期の業績全般に関する事業の種類別セグメントの状況 

このような経済状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、過去の投資活動の結果発生した

債権・資産の再評価を行うとともに、不採算事業部門の事業整理・撤退、人員整理をはじめとした経営の合理化を実施し、採算

部門の事業ドメイン拡大に努めました。 

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 2,072 百万円（前年同期比 1,159 百万円減少）、営業損失 572 百万円（前年同

期比 14 百万円減少）、経常損失 700 百万円（前年同期比 37 百万円増加）、当期純損失 2,219 百万円（前年同期比 1,393 百

万円増加）、と、減収、減益となりました。 

特に、当連結会計年度において、過去の投資案件を再評価することにより計上した投資有価証券評価損が 198 百万円、営

業投資有価証券評価損が 447 百万円、貸倒引当金繰入額が 739 百万円、過去に進出した事業からの撤退により生じた事業整

理損が 103 百万円となり、特別損失の計上額合計で 1,746 百万円となりました。 

 

 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。 

①IT 関連事業 

 IT 関連事業におきましては、URL フィルタリングソフト、コンテンツセキュリティソフトに関しましては、売上高は堅調に推移しま

したが、業務フローの見直しをはじめとする合理化を進めほぼ計画通りの業績を得ることができました。この合理化の効果は次

期以降に効果を発現する予定です。一方で、セキュリティコンサルティングにつきましては、大手中古車販売業者向けプロジェ

クトに大きく収益を依存する計画で事業を進めておりましたところ、当該プロジェクトのスケジュールが相手先都合により大きく遅

延し当連結会計年度の売上高、および利益が大きく減少いたしました。 

マルチメディア事業に関しましては単なる VOD 機器のメーカーとしての事業にさらなる収益拡大の機会を見出すことには限

界があると判断し、当連結会計年度末にコンテンツ供給能力、コンテンツ配信システム供給能力を持つ株式会社バズスタイル

（現社名 株式会社シーサイド）を完全子会社とし、グループ全体での当該事業ドメインでのシナジー効果を期す体制を構築い

たしました。 

（株式会社バズスタイルの子会社化につきましては、平成 19 年 3 月 22 日に開示した「事業譲り受け及び株式取得（子会社化）

に関するお知らせ」を参照ください。） 

この結果、IT 関連事業における売上高は 960 百万円（前年同期比 1,506 百万円減少）、営業損失は 275 百万円（前年同期

比 17 百万円増加）となりました。 

 

②企業再生支援・投融資関連事業  

企業再生支援・投融資関連事業におきましては、当連結会計年度前半期まで行われてきた投融資事業を一時中断し、当該 

－２－ 



㈱バーテックス リンク (9816) 平成 19 年３月期決算短信 

（訂正前）  （7ページ） 

２．財政状態に関する分析 

 

(1) 資産、負債及び資本の状況 

 当連結会計年度における総資産は前連結会計年度に比べ869百万円減少し2,556百万円、自己資本は297百万円減少の

2,145百万円となり、自己資本比率は83.9％となりました。 

 主な内容として、流動資産は現金及び預金が増加したものの、営業投資有価証券、営業貸付金の減少により前連結会計年

度と比べ713百万円減少の1,842百万円となりました。 

 固定資産は、主に貸倒引当金などが増加したことにより、前連結会計年度と比べ156百万円減少の714百万円となりました。 

 流動負債は、主に買掛金の減少などにより、前連結会計年度と比べ637百万円減少の323百万円となりました。 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物（以下、資金）は、前連結会計年度末に比較して1,016百万円増加（前年同期比351.1％増）し、当連結

会計年度末の残高は1,305百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、487百万円（同720百万円減少）となりました。この減少の主な要因

は、貸倒引当金522百万円の増加、売上債権525百万円の減少及び営業投資有価証券380百万円の減少等による資金の増加

と、税金等調整前当期順損失2,182百万円の計上及び仕入債務581百万円の減少による資金の減少によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は219百万円（同２１５百万円減少）となりました。この減少の主な要因は、

保有していた投資不動産の売却収入による資金の増加102百万円です。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は1,715百万円（同1,065百万円増加）となりました。この増加の主な要

因は、株式の発行による収入814百万円と、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入899百万円による資金の増加によ

るものです。 

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16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

自己資本比率 (％) 92.2 89.0 71.2 83.9 

時価ベースの自己資本比率 (％) 92.1 188.6 126.1 127.8 

債務償還年数 (年) ― ― ― △4.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― 2,473.2 

 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：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 

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、期末株価終値×期末発行済株式数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。 

－３－ 



㈱バーテックス リンク (9816) 平成 19 年３月期決算短信 

（訂正後）  （7ページ） 

２．財政状態に関する分析 

 

(1) 資産、負債及び資本の状況 

 当連結会計年度における総資産は前連結会計年度に比べ869百万円減少し2,556百万円、自己資本は294百万円減少の

2,145百万円となり、自己資本比率は83.9％となりました。 

 主な内容として、流動資産は現金及び預金が増加したものの、営業投資有価証券、営業貸付金の減少により前連結会計年

度と比べ713百万円減少の1,842百万円となりました。 

 固定資産は、主に貸倒引当金などが増加したことにより、前連結会計年度と比べ156百万円減少の714百万円となりました。 

 流動負債は、主に買掛金の減少などにより、前連結会計年度と比べ637百万円減少の323百万円となりました。 

 (2) キャッシュ・フローの状況 

 現金及び現金同等物（以下、資金）は、前連結会計年度末に比較して1,016百万円増加（前年同期比351.1％増）し、当連結

会計年度末の残高は1,305百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における営業活動による資金の減少は、487百万円（同720百万円減少）となりました。この減少の主な要因

は、貸倒引当金522百万円の増加、売上債権525百万円の減少及び営業投資有価証券380百万円の減少等による資金の増加

と、税金等調整前当期純損失2,182百万円の計上及び仕入債務581百万円の減少による資金の減少によるものです。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は219百万円（同２１５百万円減少）となりました。この減少の主な要因は、

保有していた投資不動産の売却収入による資金の増加102百万円です。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における財務活動による資金の増加は1,715百万円（同1,065百万円増加）となりました。この増加の主な要

因は、株式の発行による収入814百万円と、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入899百万円による資金の増加によ

るものです。 

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16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

自己資本比率 (％) 92.2 89.0 71.2 83.9 

時価ベースの自己資本比率 (％) 92.1 188.6 126.1 127.8 

債務償還年数 (年) ― ― ― △4.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― 2,473.2 

 

株主資本比率：株主資本／総資産 

時価ベースの株主資本比率：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 

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、期末株価終値×期末発行済株式数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。 

 

－４－ 



㈱バーテックス リンク (9816) 平成 19 年３月期決算短信 

（訂正前）  （10 ページ） 

２．企業集団の状況 
 

1. 事業の内容 

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９社（国内８社、海外１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。 

その内容は以下のとおりであります。 

 

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 

・マルチメディア事業 

・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 

・リチウムイオンバッテリー他電子部品 

・接骨院レセプトシステム 

・デジタルメディアプレイヤー、パソコン用内蔵電源装置、

㈱バーテックス リンク 

Vertex Link (Asia) Limited 

㈱シーサイド（旧社名バズスタイル） 

㈱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 

㈱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 

㈱ブイ・エル・アール 

㈱アガットコンサルティング 

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 
㈱エー・エム・コンポジット 

㈱エー・エム・テクノロジー 

 

（注）１．当期中において㈱アガットコンサルティングを完全子会社化いたしました。 

    ２．平成 19 年 3月 30 日に㈱バズスタイルを完全子会社化し、平成 19 年 4月に社名を㈱シーサイドに変更して

おります。当該子会社は当連結会計年度においては、連結の範囲から除いております。 

３．前連結会計年度において当社の連結子会社であった㈱ＶＬＩの全株式及び、ＶＬＩ－ＶＣ１号投資事業有

限責任組合当社出資持分を売却したため、当期末日現在は当社の連結子会社ではなくなりました。 

４．全連結会計年度において当社の連結子会社であった Vertex Link Investments (Asia) Limited(香港)と VL・

ATEC㈱は会社清算を行いました。 

５．平成 19 年 4 月に㈱ブイ･エル・アールの定款変更を行い、企業再生支援・投融資関連事業を継続いたしま

す。 

６．前連結会計年度において当社の持分法適用会社であった㈱アールネットコミュニケーションが増資を行い、 

当社持分比率が低下したため、持分法適用の関連会社の範囲から除いております。 

－５－ 
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２．企業集団の状況 
 

1. 事業の内容 

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９社（国内８社、海外１社）及び関連会

社２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。 

その内容は以下のとおりであります。 

 

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 

・マルチメディア事業 

・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 

・リチウムイオンバッテリー他電子部品 

・接骨院レセプトシステム 

・デジタルメディアプレイヤー、パソコン用内蔵電源装置 

㈱バーテックス リンク 

Vertex Link (Asia) Limited 

㈱シーサイド（旧社名バズスタイル） 

㈱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 

㈱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 

㈱ブイ・エル・アール 

㈱アガットコンサルティング 

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 
㈱エー・エム・コンポジット 

㈱エー・エム・テクノロジー 

 

（注）１．当期中において㈱アガットコンサルティングを完全子会社化いたしました。 

    ２．平成 19 年 3月 30 日に㈱バズスタイルを完全子会社化し、平成 19 年 4月に社名を㈱シーサイドに変更して

おります。当該子会社は当連結会計年度においては、連結の範囲から除いております。 

３．前連結会計年度において当社の連結子会社であった㈱ＶＬＩの全株式及び、ＶＬＩ－ＶＣ１号投資事業有

限責任組合当社出資持分を売却したため、当期末日現在は当社の連結子会社ではなくなりました。 

４．前連結会計年度において当社の連結子会社であった Vertex Link Investments (Asia) Limited(香港)と VL・

ATEC㈱は会社清算を行いました。 

５．平成 19 年 4 月に㈱ブイ･エル・アールの定款変更を行い、企業再生支援・投融資関連事業を継続いたしま

す。 

６．前連結会計年度において当社の持分法適用会社であった㈱アールネットコミュニケーションが増資を行い、 

当社持分比率が低下したため、持分法適用の関連会社の範囲から除いております。 

－６－ 
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３． 関係会社の状況 

名称 住所 資本金 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）４ 

（注）３

㈱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

100,000

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）４ 
 

㈱ブイ・エル・アール 
東京都 

千代田区 

千円

50,000

企業再生支援・投融資
関連事業（Ｍ＆Ａアド
バイザリー業務等） 

100 

・役員の兼任あり 

・資金貸付あり 

（注）４ 

 

 

㈱アガットコンサルテ

ィング 

 

東京都 

千代田区 

千円

25,000

企業再生支援・投融資
関連事業 100 ・役員の兼任あり  

㈱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）４ 

（注）３

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）４ 
（注）２

㈱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）４ 

 

（非連結子会社）      

㈱シーサイド 
東京都 

千代田区 

千円

800,000

ＩＴ関連事業 
（マルチメディア事
業、ＯＥＭ・ＯＤＭ事
業） 

100 
・役員の兼任あり 

（注）４ 
（注）５

（持分法適用関連会社）      

㈱エンティス 
東京都 

中央区 

千円

240,000

ＩＴ関連事業 
（携帯電話向けコンテ
ンツに関する新規機能
及び新技術の研究開
発） 

19.8   

㈱エー・エム・ 

テクノロジー 

静岡県 

沼津市 

千円

516,900

その他事業 
（複合部材の加工製造
販売） 

40.7   

 

（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．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。 

３．㈱ジオブレイン及び㈱バーテックスリンク コンサルティングについては、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。 

 

 

－７－ 
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３． 関係会社の状況 

名称 住所 資本金 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）４ 

（注）３

㈱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）４ 
 

㈱ブイ・エル・アール 
東京都 

千代田区 

千円

50,000

企業再生支援・投融資
関連事業（Ｍ＆Ａアド
バイザリー業務等） 

100 

・役員の兼任あり 

・資金貸付あり 

（注）４ 

 

 

㈱アガットコンサルテ

ィング 

 

東京都 

千代田区 

千円

25,000

企業再生支援・投融資
関連事業 100 ・役員の兼任あり  

㈱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）４ 

（注）３

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）４ 
（注）２

㈱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）４ 

 

（非連結子会社）      

㈱シーサイド 

（旧社名 ㈱バズスタイル） 

東京都 

千代田区 

千円

30,000

ＩＴ関連事業 
（マルチメディア事
業、ＯＥＭ・ＯＤＭ事
業） 

100 
・役員の兼任あり 

（注）４ 
（注）５

（持分法適用関連会社）      

㈱エンティス 
東京都 

中央区 

千円

240,000

ＩＴ関連事業 
（携帯電話向けコンテ
ンツに関する新規機能
及び新技術の研究開
発） 

19.8   

㈱エー・エム・ 

テクノロジー 

静岡県 

富士市 

千円

516,900

その他事業 
（複合部材の加工製造
販売） 

40.7 

(26.4)
  

 

（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．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。 

３．㈱ジオブレイン及び㈱バーテックスリンク コンサルティングについては、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。 

 

 
－８－ 
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主要な損益情報等 

㈱ジオブレイン 
㈱バーテックスリンク 

      コンサルティング 

（1）売上高       1,047,094 千円 （1）売上高         318,517 千円 

（2）経常利益        18,059 千円 （2）経常損失        24,764 千円 

（3）当期純利益       9,604 千円 （3）当期純損失      25,993 千円 

（4）純資産額        35,459 千円 （4）純資産額      △15,639 千円 

（5）総資産額       224,282 千円 （5）総資産額       643,356 千円 

          

４．当社の賃借建物の一部を事務所用として転貸しております。 

５. 平成 19 年 4月に株式会社バズスタイルを株式会社シーサイドに商号変更いたしました。当該子会社は当連

結会計年度においては連結の範囲から除外されております。 

 

 

 

－９－ 



㈱バーテックス リンク (9816) 平成 19 年３月期決算短信 

（訂正後）  （13 ページ） 

主要な損益情報等 

㈱ジオブレイン 
㈱バーテックスリンク 

      コンサルティング 

（1）売上高       1,047,094 千円 （1）売上高         318,517 千円 

（2）経常利益        18,059 千円 （2）経常損失        24,764 千円 

（3）当期純利益       9,604 千円 （3）当期純損失      25,993 千円 

（4）純資産額        35,459 千円 （4）純資産額      △15,639 千円 

（5）総資産額       274,809 千円 （5）総資産額       60,700 千円 

          

４．当社の賃借建物の一部を事務所用として転貸しております。 

５. 平成 19 年 4月に株式会社バズスタイルを株式会社シーサイドに商号変更いたしました。当該子会社は当連 

結会計年度においては連結の範囲から除外しております。 

－１０－ 
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前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19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 ※２  734,832  152,952

２．未払法人税等  9,778  41,816

３．賞与引当金  16,744  11,885

４．その他  199,728  116,845

流動負債合計  961,084 28.0  323,500 12.7

Ⅱ 固定負債   

１．繰延税金負債  76  －

２．長期借入金  －  23,857

３．退職給付引当金  8,603  7,499

４．役員退職慰労引当金  －  1,351

５．その他  4,250  3,050

固定負債合計  12,929 0.4  35,758 1.4

負債合計  974,013 28.4  359,258 14.1

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  12,647 0.4  

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 3,023,231 88.2  － －

Ⅱ 資本剰余金  337,991 9.9  － －

Ⅲ 利益剰余金  △925,741 △27.0  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  111 0.0  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定  6,941 0.2  － －

Ⅵ 自己株式 ※４ △2,722 △0.1  － －

資本合計  2,439,811 71.2  － －

負債、少数株主持分及び 

資本合計 
 3,426,473 100.0  － －

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － －  3,902,231 152.6

２．資本剰余金  － －  1,333,491 52.2

３．利益剰余金  － －  △3,090,185 △120.9

４．自己株式    － －  △2,828 △0.1

株主資本合計  － －  2,142,708 83.8

Ⅱ 評価・差額金等   

１．その他有価証券評価差額

金 
 － －  140 0.0

２．為替換算調整勘定  － －  2,676 0.1

評価・差額金等合計  － －  2,817 0.1

Ⅲ 新株予約権  － －  25,800 1.0

Ⅵ 少数株主持分  － －  26,081 1.0

純資産合計  － －  2,197,407 85.9

負債純資産合計  － －  2,556,666 100.0

   

（訂正前）  （17 ページ） 

－１１－ 
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前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成19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 ※２  734,832  152,952

２．未払法人税等  9,778  41,816

３．賞与引当金  16,744  11,885

４．その他  199,728  116,845

流動負債合計  961,084 28.0  323,500 12.7

Ⅱ 固定負債   

１．繰延税金負債  76  －

２．長期借入金  －  23,857

３．退職給付引当金  8,603  7,499

４．役員退職慰労引当金  －  1,351

５．その他  4,250  3,050

固定負債合計  12,929 0.4  35,758 1.4

負債合計  974,013 28.4  359,258 14.1

   

（少数株主持分）   

少数株主持分  12,647 0.4  － －

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※３ 3,023,231 88.2  － －

Ⅱ 資本剰余金  337,991 9.9  － －

Ⅲ 利益剰余金  △925,741 △27.0  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額金  111 0.0  － －

Ⅴ 為替換算調整勘定  6,941 0.2  － －

Ⅵ 自己株式 ※４ △2,722 △0.1  － －

資本合計  2,439,811 71.2  － －

負債、少数株主持分及び 

資本合計 
 3,426,473 100.0  － －

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － －  3,902,231 152.6

２．資本剰余金  － －  1,333,491 52.2

３．利益剰余金  － －  △3,090,185 △120.9

４．自己株式    － －  △2,828 △0.1

株主資本合計  － －  2,142,708 83.8

Ⅱ 評価・換算差額金等   

１．その他有価証券評価差額

金 
 － －  140 0.0

２．為替換算調整勘定  － －  2,676 0.1

評価・差額金等合計  － －  2,817 0.1

Ⅲ 新株予約権  － －  25,800 1.0

Ⅵ 少数株主持分  － －  26,081 1.0

純資産合計  － －  2,197,407 85.9

負債純資産合計  － －  2,556,666 100.0

   

（訂正後）  （17 ページ） 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 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
（％）

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産売却損  － 10,437 

１．固定資産除却損 ※３ － 4,850 

２．投資有価証券評価損  37,100 198,093 

３．持分変動損失  4,640 － 

４．貸倒引当金繰入額  153,464 739,571 

５．営業投資有価証券評価損   － 447,262 

６．商品評価損  70,882 153,303 

７．減損損失 ※５ 4,106 98,641 

８．事業整理損 ※４ 31,434 93,266 

９. その他  － 301,628 9.3 1,105 1,746,532 84.3

    税金等調整前当期純損失  809,403 △25.0  2,182,044 △105.3

法人税、住民税及び事業

税 
 7,642 34,940 

法人税等調整額  － 7,642 0.2 △11,336 23,604 1.2

少数株主損益  △8,574 △0.3  △13,434 △0.6

当期純損失  825,621 △25.5  2,219,083 △107.2

(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

  
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） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,662,159

 Ⅱ  資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行  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

Ⅳ 資本剰余金期末残高  337,991

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △2,738,719

Ⅱ  利益剰余金増加高  

１．資本準備金取崩額  2,643,018 2,643,018

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．当期純損失  825,621

２．連結範囲の変更に伴う 

利益剰余金減少高 
 4,419 830,041

Ⅳ  利益剰余金期末残高  △925,741
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 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
（％）

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産売却損  － 10,437 

２．固定資産除却損 ※３ － 4,850 

３．投資有価証券評価損  37,100 198,093 

４．持分変動損失  4,640 － 

５．貸倒引当金繰入額  153,464 739,571 

６．営業投資有価証券評価損   － 447,262 

７．商品評価損  70,882 153,303 

８．減損損失 ※５ 4,106 88,543 

９．事業整理損 ※４ 31,434 103,364 

10. その他  － 301,628 9.3 1,105 1,746,532 84.3

    税金等調整前当期純損失  809,403 △25.0  2,182,044 △105.3

法人税、住民税及び事業

税 
 7,642 34,940 

法人税等調整額  － 7,642 0.2 △11,336 23,604 1.2

少数株主損益  △8,574 △0.3  △13,434 △0.6

当期純損失  825,621 △25.5  2,219,083 △107.2

(3) 連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

  

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） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  2,662,159

 Ⅱ  資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行  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

Ⅳ 資本剰余金期末残高  337,991

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △2,738,719

Ⅱ  利益剰余金増加高  

１．資本準備金取崩額  2,643,018 2,643,018

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．当期純損失  825,621

２．連結範囲の変更に伴う 

利益剰余金減少高 
 4,419 830,041

Ⅳ  利益剰余金期末残高  △925,741
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

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） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

   

税金等調整前当期純損失  △809,403 △2,182,044 

減価償却費  38,018 48,991 

貸倒引当金の増減額  153,320 522,302 

賞与引当金の増減額  2,094 △7,124 

退職給付引当金の増減額  △75 △1,103 

役員退職慰労引当金の増減額  － 1,351 

受取利息  △1,015 △2,787 

有価証券利息  － △9,712 

支払利息  164 196 

持分法による投資損失  65,524 107,989 

持分変動利益  － △33,669 

新株発行費  5,745 － 

株式交付費  － 40,167 

社債発行費  － 360 

投資有価証券評価損  37,100 198,093 

関係会社株式売却益  △52,248 △196,718 

為替差益  － △13 

雑損失  － 1,943 

減損損失  4,106 98,641 

固定資産売却損  － 10,437 

固定資産除去損  － 4,850 

固定資産売却益  － △18,030 

売上債権の増減額  △424,248 525,332 

たな卸資産の増減額  △2,388 196,669 

営業投資有価証券の増減額  △600,216 380,762 

営業貸付金の増減額  △243,856 53,435 

仕入債務の増減額  653,071 △581,884 

その他の資産の増減額  △130,104 118,852 

その他の負債の増減額  88,195 149,670 

事業整理損  － 93,266 

その他  14,598 △9 

小計  △1,201,620 △479,786 

利息の受取額  972 7,349 

利息の支払額  △164 △196 

法人税等の支払額  △6,566 △14,550 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 △1,207,378 △487,185 

 

－１５－ 



㈱バーテックス リンク (9816) 平成 19 年３月期決算短信 

 

（訂正後）  （21ページ） 
 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  

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） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

   

税金等調整前当期純損失  △809,403 △2,182,044 

減価償却費  38,018 48,991 

貸倒引当金の増減額  153,320 522,302 

賞与引当金の増減額  2,094 △7,124 

退職給付引当金の増減額  △75 △1,103 

役員退職慰労引当金の増減額  － 1,351 

受取利息  △1,015 △2,787 

有価証券利息  － △9,712 

支払利息  164 196 

持分法による投資損失  65,524 107,989 

持分変動利益  － △33,669 

新株発行費  5,745 － 

株式交付費  － 40,167 

社債発行費  － 360 

投資有価証券評価損  37,100 198,093 

関係会社株式売却益  △52,248 △196,718 

為替差益  － △13 

雑損失  － 1,943 

減損損失  4,106 88,543 

固定資産売却損  － 10,437 

固定資産除去損  － 4,850 

固定資産売却益  － △18,030 

売上債権の増減額  △424,248 525,332 

たな卸資産の増減額  △2,388 196,669 

営業投資有価証券の増減額  △600,216 380,762 

営業貸付金の増減額  △243,856 53,435 

仕入債務の増減額  653,071 △581,884 

その他の資産の増減額  △130,104 118,852 

その他の負債の増減額  88,195 149,670 

事業整理損  － 103,364 

その他  14,598 △9 

小計  △1,201,620 △479,786 

利息の受取額  972 7,349 

利息の支払額  △164 △196 

法人税等の支払額  △6,566 △14,550 

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 △1,207,378 △487,185 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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  132,000 － 

有形固定資産の取得による支出  △27,521 △22,351 

有形固定資産の売却による収入出  － 1,524 

無形固定資産の取得による支出  △40,440 △3,894 

投資有価証券等の取得による支出  △410,265 △326,100 

投資有価証券等の売却による収入  20,000 10 

投資不動産の売却による収入  － 102,026 

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  △23,200 △1,646 

貸付金の回収による収入  18,498 32,648 

保険積立金の払込による支出  － △325 

保険積立金の返金による収入  － 1,953 

差入保証金の払込による支出  △43,073 △1,762 

差入保証金の返還による収入  616 2,789 

敷金保証金の払込による支出  － △771 

敷金保証金の返還による収入  － 3,449 

長期前払費用の取得による支出  △73,158 △6,500 

その他  △1,493 △269 

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 △434,242 △219,219 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

   

短期借入金の純増減額  － △3,900 

長期借入金の返済  － △4,203 

自己株式の取得による支出  △367 △106 

株式の発行による収入  627,854 814,832 

新株予約権発行による収入  3,000 10,000 

転換社債型新株予約権付社債の
発行による収入 

 － 899,640 

新株予約権の買取による支出  － △1,000 

その他  18,866 － 

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 649,352 1,715,263 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

 4,224 258 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △988,044 1,009,117 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  757,450 289,406 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同
等物の増減額 

 － 6,993 

Ⅷ  連結除外の範囲の変更に伴う現
金及び現金同等物の増減額 

 520,000 － 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 289,406 1,305,517 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

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  132,000 － 

有形固定資産の取得による支出  △27,521 △22,351 

有形固定資産の売却による収入    － 1,524 

無形固定資産の取得による支出  △40,440 △3,894 

投資有価証券等の取得による支出  △410,265 △326,100 

投資有価証券等の売却による収入  20,000 10 

投資不動産の売却による収入  － 102,026 

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  △23,200 △1,646 

貸付金の回収による収入  18,498 32,648 

保険積立金の払込による支出  － △325 

保険積立金の返金による収入  － 1,953 

差入保証金の払込による支出  △43,073 △1,762 

差入保証金の返還による収入  616 2,789 

敷金保証金の払込による支出  － △771 

敷金保証金の返還による収入  － 3,449 

長期前払費用の取得による支出  △73,158 △6,500 

その他  △1,493 △269 

投資活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 △434,242 △219,219 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

   

短期借入金の純増減額  － △3,900 

長期借入金の返済  － △4,203 

自己株式の取得による支出  △367 △106 

株式の発行による収入  627,854 814,832 

新株予約権発行による収入  3,000 10,000 

転換社債型新株予約権付社債の
発行による収入 

 － 899,640 

新株予約権の買取による支出  － △1,000 

その他  18,866 － 

財務活動によるキャッシュ・フロ
ー 

 649,352 1,715,263 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算
差額 

 4,224 258 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △988,044 1,009,117 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  757,450 289,406 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同
等物の増減額 

 － 6,993 

Ⅷ  連結除外の範囲の変更に伴う現
金及び現金同等物の増減額 

 520,000 － 

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 289,406 1,305,517 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 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の数 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。

(1) 持分法適用の関連会社の数 ２社 

主要な会社名 

㈱エンティス 

㈱エー・エム・テクノロジー 

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㈱アールネット

コミュニケーションは投資持分割合が

減少したため、持分法適用の関連会社の

範囲から除いております。 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 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の数 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。

(1) 持分法適用の関連会社の数 ２社 

主要な会社名 

㈱エンティス 

㈱エー・エム・テクノロジー 

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㈱アールネットコ

ミュニケーションは投資持分割合が減少

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。 

  持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社の状況 

主要な会社等の名称 

㈱バズスタイル（現㈱シーサイド） 

持分法を適用しない理由 

非連結子会社の当期純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除い

ても連結計算書類に及ぼす影響が軽微

であり、かつ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。 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

 (2) 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。 

(2)       同左 

 

 

 (3) 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。 

(4) 持分法適用会社に係る連結調整勘定

相当額については、10年以内で均等償

却しております。 

(3)       同左 

 

 

 

(4)       同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、ＶＬ･ＡＴＥＣ

㈱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。 

――――― 

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 

(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） 

 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 

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 

 (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 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

 (2) 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。 

(2)       同左 

 

 

 (3) 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。 

(4) 持分法適用会社に係る連結調整勘定

相当額については、10年以内で均等償

却しております。 

(3)       同左 

 

 

 

(4)      ―――――    

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち、ＶＬ･ＡＴＥＣ

㈱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。 

――――― 

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 

(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） 

 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 

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 

 (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 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
  至 平成 19 年３月 31 日） 

 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。 

③ 退職給付引当金 

 

同左 

 (5) 重要な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、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、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

分及び純資産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。 

 (6) 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。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

 

同左 

 (7) 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。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

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 

 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 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 
  至 平成 19 年３月 31 日） 

 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。 

③ 退職給付引当金 

 

同左 

 ④ 役員退職慰労引当金 

――――――   

④ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備える

ため、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

 (5) 重要な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、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、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

分及び純資産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。 

 (6) 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。 

(6) 重要なリース取引の処理方法 

 

同左 

 (7) 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。 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

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 

 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 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 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。 

※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 
 

  給与手当 397,316千円 

賞与引当金繰入額 15,362千円 

退職給付費用 26,351千円 

※２．      ――――― ※２．固定資産売却益は次のとおりであります。 

 投資不動産       18,030千円 

※３．       ――――― ※３．固定資産売却損は次のとおりであります。 

  

 

投資不動産 3,788千円

器具及び備品 6,406千円

ソフトウェア 243千円

※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

※４．事業整理損は次のとおりであります。 

メモリ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

ＶＬ・ＡＴＥＣの清算に伴う損失  58,853千円

 

※５．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。 

※５．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しておりま

す。 

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。 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 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。 

※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 
 

  給与手当 397,316千円 

賞与引当金繰入額 15,362千円 

退職給付費用 26,351千円 

※２．      ――――― ※２．固定資産売却益は次のとおりであります。 

 投資不動産       18,030千円 

※３．       ――――― ※３．固定資産売却損は次のとおりであります。 

  

 

投資不動産 3,788千円

器具及び備品 6,406千円

ソフトウェア 243千円

※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

※４．事業整理損は次のとおりであります。 

メモリ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

ＶＬ・ＡＴＥＣの清算に伴う損失  58,853千円

遠隔監視カメラシステム 

事業関係投資整理損                 6,666千円 

ロジスティックマネジメント 

事業関係投資整理損                 3,431千円  

※５．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。 

※５．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しておりま

す。 

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。 
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（訂正前）  （40ページ） 
（退職給付関係) 

１．採用している退職給付制度の概要 

厚生年金基金：昭和 43 年２月より総合設立の厚生年金基金(東日本文具販売厚生年金基金)を採用して

おります。 

適 格 年 金：昭和 43 年２月より退職金制度の一部について適格退職年金制度を採用しております。 

退 職 一 時 金：退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 

なお、当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を適用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

  前連結会計年度 

(平成 18 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 19 年３月 31 日)

 ①退職給付債務 △26,977 千円 △20,732 千円 

 ②年金資産 18,373 千円        13,523 千円 

 ③退職給付引当金 △8,603 千円 △7,209 千円 

 

(注)複数事業主制度の企業年金である総合設立型の東日本文具販売厚生年金基金に加入しておりますが、

当社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、退職給付債務に厚生年

金基金分を含めておりません。 

なお、同基金の連結会計年度末現在の年金資産残高（時価）及び同日現在の掛金拠出割合を基準とし

て計算した年金資産残高（当社持分）は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

当連結会計年度 

(平成 19 年３月 31 日現在) 

年金資産残高（時価） 75,204,468 千円        77,485,693 千円 

年金資産残高（当社持分） 407,918 千円        223,397 千円 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 

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 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

退職給付費用 22,306 千円 26,351 千円 

(注)厚生年金基金への要拠出額(前連結会計年度 15,135 千円、当連結会計年度 13,471 千円)は、退職

給付費用に含めております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。 
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（訂正後）  （40ページ） 
（退職給付関係) 

１．採用している退職給付制度の概要 

厚生年金基金：昭和 43 年２月より総合設立の厚生年金基金(東日本文具販売厚生年金基金)を採用して

おります。 

適 格 年 金：昭和 43 年２月より退職金制度の一部について適格退職年金制度を採用しております。 

退 職 一 時 金 ：退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。 

なお、当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を適用しております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

  前連結会計年度 

(平成 18 年３月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 19 年３月 31 日)

 ①退職給付債務 △26,977 千円 △21,022 千円 

 ②年金資産 18,373 千円        13,523 千円 

 ③退職給付引当金 △8,603 千円 △7,499 千円 

 

(注)複数事業主制度の企業年金である総合設立型の東日本文具販売厚生年金基金に加入しておりますが、

当社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、退職給付債務に厚生年

金基金分を含めておりません。 

なお、同基金の連結会計年度末現在の年金資産残高（時価）及び同日現在の掛金拠出割合を基準とし

て計算した年金資産残高（当社持分）は、以下のとおりであります。 

 

前連結会計年度 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

当連結会計年度 

(平成 19 年３月 31 日現在) 

年金資産残高（時価） 75,204,468 千円        77,485,693 千円 

年金資産残高（当社持分） 407,918 千円        223,397 千円 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 

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 

当連結会計年度 

(自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日) 

退職給付費用 22,306 千円 26,351 千円 

(注)厚生年金基金への要拠出額(前連結会計年度 15,135 千円、当連結会計年度 13,471 千円)は、退職

給付費用に含めております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

簡便法を採用しておりますので、基礎率等について記載しておりません。 
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（訂正前）  （42 ページ） 

（１株当たり情報） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 
 

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

が計上されているため、記載しておりません。 

 

1 株当たり純資産額                  28 円 87 銭 

1 株当たり当期純損失金額           39 円 08 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

が計上されているため、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。 
 

 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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当期純損失(千円) 825,621 2,219,083 

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) 825,621         2,219,083 

期中平均株式数(千株) 37,340       55,834 

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 62,000 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 3,000 株) 
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（訂正後）  （42 ページ） 

（１株当たり情報） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 
 

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

が計上されているため、記載しておりません。 

 

1 株当たり純資産額                  28 円 87 銭 

1 株当たり当期純損失金額           39 円 74 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

が計上されているため、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。 
 

 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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

当期純損失(千円) 825,621 2,219,083 

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) 825,621         2,219,083 

期中平均株式数(千株) 37,340       55,834 

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 62,000 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 3,000 株) 
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（訂正前）  （45ページ） 
５．個別財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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  172,956  1,157,433 

２．受取手形  2,026  - 

３．売掛金  188,072  205,188 

４．商品  224,519  62,481 

５．前渡金  3,006  12,576 

６．前払費用  7,335  9,584 

７．関係会社短期貸付金  396,000  132,350 

８．未収入金 ※４ 130,871  67,328 

９．その他  3,273  6,720 

貸倒引当金  △38,913  △74,092 

流動資産合計  1,089,149 35.9  1,579,571 61.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物  18,011 18,358  

減価償却累計額  1,567 16,444 2,390 15,968 

(2) 車両運搬具  2,478 2,478  

減価償却累計額  2,324 153 2,352 125 

(3) 器具及び備品  65,871 62,154  

減価償却累計額  35,746 30,125 42,882 19,272 

有形固定資産合計  46,723 1.5  35,365 1.4

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  36,859  15,244 

(2) 電話加入権  2,654  2,654 

無形固定資産合計  39,514 1.3  17,898 0.7

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  175,419  212,473 

(2) 関係会社株式  1,041,193  655,414 

(3) その他の関係会社有価証券  433,152  4,000 

  （4）長期貸付金  －  51,000 

(5) 破産更生債権等  1,480  182,747 

(6) 長期前払費用  67,228  15,999 

(7) 投資建物  18,686 －  

減価償却累計額  12,359 6,327 －  

(8) 投資土地  81,607  － 

(9) 差入保証金 ※１ 43,353  41,169 

(10) 長期未収入金  198,392  194,408 

貸倒引当金  △188,067  △ 420,095 

投資その他の資産合計  1,860,087 61.3  937,117 36.4

固定資産合計  1,946,325 64.1  990,382 38.5

資産合計  3,035,474 100.0  2,569,953 100.0
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（訂正後）  （45ページ） 
５．個別財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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  172,956  1,157,433 

２．受取手形  2,026  - 

３．売掛金  188,072  205,188 

４．商品  224,519  62,481 

５．前渡金  3,006  12,576 

６．前払費用  7,335  9,584 

７．関係会社短期貸付金  396,000  110,000 

８．未収入金 ※４ 130,871  67,328 

９．その他  3,273  29,070 

貸倒引当金  △38,913  △74,092 

流動資産合計  1,089,149 35.9  1,579,571 61.5

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物  18,011 18,358  

減価償却累計額  1,567 16,444 2,390 15,968 

(2) 車両運搬具  2,478 2,478  

減価償却累計額  2,324 153 2,352 125 

(3) 器具及び備品  65,871 62,154  

減価償却累計額  35,746 30,125 42,882 19,272 

有形固定資産合計  46,723 1.5  35,365 1.4

２．無形固定資産    

(1) ソフトウェア  36,859  15,244 

(2) 電話加入権  2,654  2,654 

無形固定資産合計  39,514 1.3  17,898 0.7

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  175,419  212,473 

(2) 関係会社株式  1,041,193  655,414 

(3) その他の関係会社有価証券  433,152  4,000 

  （4）長期貸付金  －  51,000 

(5) 破産更生債権等  1,480  182,747 

(6) 長期前払費用  67,228  15,999 

(7) 投資建物  18,686 －  

減価償却累計額  12,359 6,327 －  

(8) 投資土地  81,607  － 

(9) 差入保証金 ※１ 43,353  41,169 

(10) 長期未収入金  198,392  194,408 

貸倒引当金  △188,067  △ 420,095 

投資その他の資産合計  1,860,087 61.3  937,117 36.4

固定資産合計  1,946,325 64.1  990,382 38.5

資産合計  3,035,474 100.0  2,569,953 100.0

    

 

以  上  

－３２－ 


