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（百万円未満切捨て） 

１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）連結経営成績                      （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円   ％ 
８７１    2.7 
８４９  △53.9 

百万円   ％ 
△１８６   － 
△４４６   －  

百万円   ％ 
△２２３   － 
△５１２   －  

百万円   ％ 
△１９０   － 

△１，８５２   －  

19年３月期 ２，０７２   － △５７２   － △７００   － △２，２１９   － 

 
 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 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円 銭 
△２ ５７ 
△３９ ８７ 

円 銭 
－    － 
－    － 

19年３月期 △３９ ７４ －    － 

(参考) 持分法投資損益 19年９月中間期 △42百万円 18年９月中間期 △63百万円 19年３月期 △107百万円 
 
（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 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
２，９９４ 
１，６５８ 

百万円 
２，０６６ 
１，３５９ 

％ 
６５．８ 
７８．９ 

円 銭 
２６ ５０ 
２６ ７３ 

19年３月期 ２，５５６ ２,１９７ ８３．９ ２８ ８７ 

(参考) 自己資本 19年９月中間期  1,969百万円  18年９月中間期 1,307百万円  19年３月期 2,145百万円 
 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
△３２８ 
△３３９ 

百万円 
６９ 

△１７５ 

百万円 
１７ 
７０８ 

百万円 
１，０８７ 

４８２ 

19年３月期 △４８７ △２１９ １，７１５ １，３０５ 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期 末 年 間 
 
19年３月期 

円 銭 
－  

円 銭 
－  

円 銭 
0 00 

20年３月期（実績） －   

20年３月期（予想）  －  
0 00 

 
３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 
 

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通  期 ２，２００ 6.1 △１４５ － △２１５ － △２５０ － △３ ３６ 
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動 

（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   ：無 

  
（２）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更        ：有 

② ①以外の変更               ：無 

（注）詳細は、21ページ「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（会計方針の変更）をご覧

ください。 

 
（３）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）19年９月中間期 74,330,896株 18年９月中間期 48,940,896株 19年３月期 74,330,896株 

② 期末自己株式数          19年９月中間期   18,879株 18年９月中間期   18,179株 19年３月期   18,679株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

 

 
（参考）個別業績の概要 

 
１．19年9月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）個別経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

  百万円  ％ 
２３２ △20.4 
２９２ △72.1 

百万円   ％ 
△１４８   ― 
△３１４   ― 

百万円   ％ 
△１４３   ― 
△３２９   ― 

百万円   ％ 
△１９４   ― 

△１，８３９   ― 

19年３月期 ６２９   ― △４９２   ― △５２０   ― △２，３４４   ― 

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

円  銭 
△２ ６２ 
△３９ ６０ 

19年３月期 △４１ ９９ 

 
（２）個別財政状態 
 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
２，１５６ 
２，３６６ 

百万円 
２，０７６ 
１，６２１ 

％ 
９５．２ 
６７．５ 

円 銭 
２７ ６３ 
３２ ６６ 

19年３月期 ２，５６９ ２，２７１ ８７．５ ３０ ２４ 

 (参考)  自己資本   19年９月中間期 2,052百万円 18年９月中間期 1,597百万円 19年３月期 2,247百万円 
 
 
２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

通  期 ５１０ △２０５ △１９５ △２７０ △３ ６３ 

 
 
 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通

し・計画に基づく予想が含まれております。世界経済・競合状況・為替・金利の変動等に関わるリスクや不安定

要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 

なお、連結業績予想に関する定性情報は、3ページから6ページの「１．経営成績」をご参照下さい。 
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１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 

（当中間期の経営成績） 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰や、アメリカのサブプライ

ムローン問題に端を発した金融不安のもとで、景気の失速懸念が広がってきたものの、概ね緩やかな回復基調を

続けてまいりました。 

しかしながら、当社グループを取り巻く IT関連業界におきましては、アジア諸国等の台頭による価格競争の

激化や在庫調整など引き続き厳しい事業環境のもとで推移しました。 

このような状況下において、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）といたしましては、前連

結会計年度より引き続き債権・資産の再評価、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

の合理化を実施するとともに、採算部門の事業ドメインの拡大に努めてまいりました。具体的には、国内の複数

の物流拠点の廃止や子会社の移転、並びに当社従業員の退職及び子会社への転籍等を推進し、後述する３つの事

業ドメインへの集中をさらに進めてまいりました。 

この結果、当中間連結会計年度の業績は、売上高 871百万円（前年同期比 22百万円増）、営業損失 186百万

円（前年同期比260百万円損失減）、経常損失223百万円（前年同期比288百万円損失減）、中間純損失190百

万円（前年同期比1,661百万円損失減）となりました。 

                      （百万円） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間純利益 

19年９月中間期 871  △186  △223  △190 

18年９月中間期 849  △446  △512  △1,852  

増減額 22 260 288 1,661 

 

   当社事業のセグメント別の動向は次のとおりであります。 

  ①IT関連事業 
ネットワークセキュリティソフトの契約更新に伴う受注獲得が当初予想より減少したことに加えて、VOD（ビ

デオオンデマンド）事業において、旧製品群の不具合の発生により当期上半期にリリースを予定していた新バ

ージョン製品の開発・生産計画が下半期にずれ込む見込みとなりました。これらの要因により、売上高につい

ては201百万円（前年同期比123百万円の減少）となりましたが、営業損失については、リストラやコスト圧

縮の効果もあり88百万円（前年同期比161百万円の営業損失減少）となりました。 

②企業再生支援・投融資関連事業 

企業再生支援事業につきましては、前期末より継続しております大型の企業再生支援案件に関する受注が好

調であることから堅調に業績を伸ばしております。また会計業務支援事業につきましても、その専門性を生か

して堅調に業績を伸ばしております。 

投融資関連事業につきましては、Your Capital Co.,Limited（以下「ユアキャピタル社」）の連結子会社化

について、諸手続きや調整事項等をより仔細に行ってきた経緯から、当該連結子会社化が当初予定していた５

月中旬から７月下旬にずれ込んだものの、業績は順調に推移しております。以上の結果、売上高は177百万円

（前年同期比168百万円増）、営業損失12百万円となりました。 

③ロジスティックマネジメント事業 

アミューズメント業界の競争激化によりダイレクトメールの受注が大幅に減少していること、及び当初上半

期に予定していたWEB媒体の広告販売に関する大型案件が現時点において受注の目処が立っていないことなど

により、売上高は494百万円（前年同期比20百万円減）、営業利益は5百万円（前年同期比41百万円減）と

なりました。 

④その他 
管理部門におきましては、前期連結事業年度中に完了予定であった社内情報ネットワークの合理化、本社ビ

ル賃貸スペースの縮小等による費用圧縮のためのリストラクチャリングが当中間期までずれ込み、追加費用が

発生したことにより、業績が下振れする原因となっております。 

 

（事業部別業績）                                        （百万円） 

売上高 営業利益  

前中間期 当中間期 伸長率(%) 前中間期 当中間期 増減 

IT関連事業（VOD事業を含む） 325 201 △38.0 △249 △88 161 

企業再生支援・投融資関連事業 9 177 － △12 △12 0 

ロジスティックマネジメント事業 514 494 △4.0 47 5 △41 

その他事業 － － － △86 △0 85 

消去又は全社 △293 △2 － △144 △90 54 

連結 849 871 2.7 △446 △186 260 

 

 



 

 

㈱バーテックス リンク（9816） 平成20年3月期中間決算短信 

 

- 4 - 

（通期の見通し） 

国内経済は、企業収益の改善や設備投資の増加など民間需要に支えられて引き続き回復基調が続くものと思わ

れ、また海外については、中国などアジア諸国での情勢も厳しさがあるものの、徐々に改善が進むものと推察さ

れます。 

このような中で当社グループは、不採算事業の整理や市場からの撤退、さらには人員の適正配置化や整理等を

始めとしたさらなる経営の合理化を実施するとともに、採算部門の事業ドメインの拡大やよりマーケットニーズ

を意識した顧客の立場に立った事業の推進に引き続き努めてまいります。なお、セグメント別の通期連結売上高

に関する当初計画と今回の修正数字について、以下のとおり一覧表を作成しましたのでご参照ください。 

IT関連事業においては、先に述べたとおり価格競争の激化や在庫調整等厳しい事業環境のもとにあって、VOD

事業におけるネットワーク接続関連機器の開発・製造計画を、下半期のリリース予定からさらに遅延する方針と

し、またネットワークセキュリティソフトの契約更新に伴う受注獲得が当初予想よりもさらに減少する見通しで

あることから、通期売上計画については、当初計画に対して△537百万円の減少を見込んでおります。厳しい環

境下であっても利益を出せる体制を目指し、円滑かつ連携のとれた事業体制の構築を一層進めてまいります。 

企業再生支援・投融資関連事業については、ユアキャピタル社が収益獲得に確実に貢献する見通しであり、ま

たさらに複数の受注案件が見込まれ、かつ堅調な推移が見通せることから、前回予想を292百万円上回る908百

万円の売上高を見込んでおります。 

ロジスティックマジメント事業においては、上半期の受注予定案件の適切かつ細かなフォローを図りつつも、

競争激化の影響を相当程度受けることが予想されるため、当初計画に対して△457百万円の減少となる 854百万

円の売上を見込んでおります。市場動向を詳細に分析しつつ当該事業の強みを発揮できる領域を見いだし一層の

収益獲得に貢献してまいります。 

以上のことから、売上高は前期より微増（128百万円増加）の2,200百万円（対前年比6.2％増）を見込んでお

ります。一方営業利益は、不採算事業部門の事業整理や撤退に一巡の目処をつけて△145百万円を見込んでおり

ます。また経常利益は△215百万円を、当期純利益は△250百万円をそれぞれ見込んでおります。 

 

（参考）セグメント別通期連結売上高予想               （百万円） 

 前回予想 今回修正 増減額 

IT関連事業（VOD事業を含む） 1,004 467 △537 

企業再生支援・投融資関連事業 616 908 292 

ロジスティックマネジメント事業 1,311 854 △457 

その他 92 0 △92 

※上記売上高には各セグメント間の内部売上を含みます。 
 
                               （百万円）     （円） 
 

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株あたり 
当期純利益 

平成20年3月期 2,200  △145 △215 △250 △3.36 

平成19年3月期 2,072  △572 △700 △2,219 △39.74 

伸長率 6.2% － － － － 

 
 

（２）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

①資産及び負債並びに純資産の状況 

当中間連結会計期間末の総資産は、前期末に比べ 437百万円増加して、2,994百万円となりました。主な増加

の要因は、新規連結に伴う子会社に計上されていた営業貸付金の増加918百万円であり、主な減少の要因は、売

上債権の減少175百万円であります。 

負債につきましては、前期末に比べ 568百万円増加して、927百万円となりました。主な増加の要因は、上述

した新規連結により増加した営業貸付金の調達源である短期借入金の増加643百万円であり、主な減少の要因は、

仕入債務の減少77百万円であります。なお、借入金と社債の当中間期末残高は732百万円となりました。 

純資産は、前期末に比べ131百万円減少して、2,066百万円となりました。主な減少の要因は、中間純損失190

百万円であります。 

以上の結果、自己資本比率は、前期末の83.9％から65.8％となりました。 

 

（連結財政状態）                        （百万円） 

 前期 当中間期 増減 

総資産 2,556  2,994 437 

純資産 2,197  2,066 △131 

自己資本比率 83.9% 65.8% － 

1株当り純資産 28.87円 26.50円 △2.37円 

 

社債・借入金の中間期末残高 － 732 732 
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②当中間期における資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における各キャ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、前年同期と比較して10百万円減少し、328百万円となりました。税金等調整前中間純損失は

186百万円、減価償却費は24百万円となり、一方、法人税等の支払額は30百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、前年同期と比較して244百万円増加し、69百万円となりました。主に投資有価証券等の売却

による収入60百万円です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、前年同期と比較して690百万円減少し、17百万円となりました。主に社債の発行による収入

31百万円です。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当中間期末残高は、前期末に比べて605百万円減少し、1,087百万円とな

りました。 

 

（連結キャッシュ・フローの状況）                  （百万円） 

 前中間期 当中間期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー △339 △328 10 

投資活動によるキャッシュ・フロー △175 69 244 

財務活動によるキャッシュ・フロー 708 17 △690 

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 0 0 

現金及び現金同等物の増減額 193 △242 △435 

現金及び現金同等物の期首残高 289 1,305 1,016 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増減額 － 24 24 

現金及び現金同等物の中間期末残高 482 1,087 605 

 

 平成18年年度 平成19年年度 平成20年度 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 (%) 86.5 71.2 78.8 83.9 65.8 

時価ベースの自己資本比率 (%) 191.5 126.1 153.4 127.8 42.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（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 

（当中間期においては、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を用い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20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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、早期の復配を経営の最優先課題のひとつと位置付け、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。 

 

（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、株価及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、当中間連結会計年度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）は法人企業、官公庁及び個人ユーザに分けられます。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
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を及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、韓国、中国等）に依存しております。対価の決

済は外貨建て（ＵＳ＄）にて行っておりますが、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。 

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、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

④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、業績及び財務状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑤カントリーリスク 

当社グループの取扱商品の仕入先は主に米国、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

リスクが考えられ、これらの事象が発生した場合、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性

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 

⑥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等に

より、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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２．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９社（国内７社、海外２社）及び関連会社
１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。 
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 

・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 

・接骨院レセプトシステム 

・セットトップボックス端末、ビデオ・オン・デマンド・

システム、デジタルコンテンツ、無線ＬＡＮ機器 

㈱バーテックス リンク 

Vertex Link (Asia) Limited 

㈱バーテックスリンク デジタルデザイン 

㈱シーサイド（注１） 

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）、消費者金

融業 

㈱ブイ・エル・アール（注２） 

㈱アガットコンサルティング 

Your Capital Co.,Limited（注３） 

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．㈱シーサイドは、前連結会計年度は、連結の範囲から除いておりましたが、増資により重要性が高まった
ため、当中間連結会計年度から連結の範囲に含めております。 

    ２．㈱ブイ・エル・アールは、前連結会計年度は、IT関連事業を行っておりましたが、平成 19年４月に定款
変更を行い、事業区分を企業再生支援・投融資関連事業に変更しております。 

   ３．Your Capital Co.,Limitedは、平成19年７月に発行済株式数の42.7％を取得した韓国の消費者金融会社
であり、当中間連結会計年度から連結の範囲に含めております。 

   ４．㈱バーテックスリンク コンサルティングは、前連結会計年度は、IT関連事業を行っておりましたが、平
成19年７月に同社の全株式を売却したため、連結の範囲から除外しております。 

[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） 

・㈱ブイ･エル･アール 

・㈱アガットコンサル

ティング 

・Your Capital 

Co.,Limited 

   

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 

・㈱バーテックスリンク 

 デジタルデザイン 

・㈱シーサイド 

 

 

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 

（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） 



 

 

㈱バーテックス リンク（9816） 平成20年3月期中間決算短信 

 

- 8 - 

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 

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 
 

㈱シーサイド 
東京都 

千代田区 

千円 

80,000 

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）５ 
 

㈱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 100 

・役員の兼任あり 

・資金貸付あり 

（注）５ 

 

㈱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   

Your Capital 

Co.,Limited 

韓国 

ソウル 

千WON 

468,000 
投融資関連事業（消費
者金融事業） 42.7 ・役員の兼任あり （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 
 

㈱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 

 

（持分法適用関連会社）       

㈱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） 

37.4 

(23.2) 
  

（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、間接所有割合の内数であります。 

３．Your Capital Co.,Limited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。同社の持分は50％以下でありますが、実質的に支配しているため連結

子会社としたものであります。 

 

主要な損益情報等  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Your Capital Co.,Limited 

（1）売上高        79,465千円 

（2）経常利益      27,566千円 

（3）当期純利益    32,339千円 

（4）純資産額      75,080千円 

（5）総資産額     970,404千円 
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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。 

 

 主要な損益情報等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

６．㈱バーテックスリンクコンサルティングは、全株式を売却したため、連結の範囲から除いております。 

㈱ジオブレイン 

（1）売上高       441,095千円 

（2）経常利益       5,347千円 

（3）当期純損失     7,865千円 

（4）純資産額      29,992千円 

（5）総資産額     216,688千円 
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３．経営方針 
（１)会社の経営の基本方針 

当社は、事業の選択と集中を行うとともに、選択された事業間のシナジー効果を高めることを通じて、資本の投

資効率向上を図ることを基本としております。なお、この方針のもと、昨年来、当社本体につきましては、固定費

圧縮のため、徹底したコスト削減と財務及び人的リストラを進め、一方、子会社につきましては、不採算会社の整

理とともに、Ｍ＆Ａによる新規事業の構築を進めてきた結果、事業のリストラ処理に伴う損失の計上は、当中間期

までで、ほぼ一巡するとともに、Ｍ＆Ａにより取得した韓国の新規投資先企業は順調に業績を伸ばしております。 

 
（２）目標とする経営指標 

当社にとって当面の目的となる経営指標は、赤字体質の早期改善による、毎期の当期純損益の黒字化でありま

す。そのうえで、累積損失の解消に向けて抜本的な財務リストラ策を講じることにより、配当可能な財務体質の

構築を目指してまいります。 

 
（３）中長期的な会社の経営戦略 

①ＩＴ関連事業 

ＩＴ業界における競争の一層の激化が見込まれるなか、新たな収益の柱を求めてＭ＆Ａを行う必要性を認識して

おります。 

②セールスプロモーション事業 

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の制作に関しては、

人材基盤が構築されましたが、今後は営業人材の強化による収益拡大を目指してまいります。 

③企業再生支援・投融資関連事業 

既存の事業規模やビジネス領域にとらわれない視野に立ち、勝ち組企業のグループ化を目的としたＭ＆Ａにより、

短期間の業績回復を目指してまいります。 

 

（４）会社の対処すべき課題 

当社グループは、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、

抜本的な改革を推進してきました。現状、既存事業における構造改革に目途が立ち、次のステージとして、既存事

業の強化に加えて、今後、更なる成長を成し遂げる為には、中長期的なパートナーシップを前提とした外部企業と

の提携やＭ＆Ａによる事業基盤の強化が不可欠であり、また、コーポレート・ガバナンスの観点から、経営執行の

過程における透明性を確保し、健全かつ公正な企業経営を行っていくことが大切であるとの基本的な考えに立ち、

当面対処すべき課題を次のとおり認識しております。 

①グループ全体に及ぶ組織の再構築 

コアビジネスを中心に、新製品開発力と営業力の強化を図るための最適な人員配置と、組織体制を構築するこ

とを考えております。 

②選択した既存ビジネスの育成 

選択した既存ビジネスへの経営資源の投入ＯＥＭ・ＯＤＭ事業では、新製品の企画力、開発力の強化を目指し

て、優秀な人材の新規雇用を行い、市場への商品投入を促進いたします。また、ネットワークセキュリティー事

業では、グループ企業とのシナジーを高め、販売力を強化するとともに、外部企業とのアライアンスによりサポ

ート体制を充実させ、事業規模を拡大していくことを目指します。 

③外部企業との提携及びＭ＆Ａの推進 

事業シナジーをもたらす外部企業との提携およびＭ＆Ａ外部企業とのアライアンスや事業基盤強化のための

Ｍ＆Ａの実施により、既存事業とのシナジー効果を産み出し、安定的な収益を確保できる体制を構築することを

課題として認識しております。 

④コンプライアンス体制の整備 

会社法、金融商品取引法の要求水準に適ったコンプライアンス体制構築のため、子会社の専門集団たるアガッ

トコンサルティングを推進部隊として業務プロセスのルール化、文書化及び可視化を進め、グループ全体にわた

る内部統制の仕組みを構築してまいります。 

 
（５）内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規程第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。 
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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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   482,723   1,087,731   1,305,517  

２．受取手形及び売掛金   267,593   216,627   404,552  

３．営業貸付金 ※2  －   918,663   －  

４．たな卸資産   82,403   56,238   63,230  

５．未収営業貸付金利息   －   19,047   －  

６．営業投資有価証券   243,081   －   －  

７．短期貸付金   －   15,950   －  

８．前渡金   6,434   1,552   12,576  

９．繰延税金資産   －   15,496   7,751  

１０．その他   130,375   38,006   70,870  

貸倒引当金   △243,905   △66,208   △22,325  

流動資産合計   968,705 58.4  2,303,103 76.9  1,842,172 72.0 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1  57,956   47,228   49,731  

２．無形固定資産           

  (1)のれん   －   80,875   86,314  

(2)その他   25,540   25,152   19,739  

無形固定資産合計   25,540   106,028   106,054  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券   400,124   449,220   427,056  

(2)投資土地   71,000   －   －  

(3)差入保証金 ※2  90,251   73,503   91,087  

(4)長期貸付金   415,702   11,000   15,003  

(5)長期未収入金   167,642   －   194,408  

(6)繰延税金資産   －   3,935   4,480  

(7)破産更生債権等   －   －   184,418  

(8)その他   21,767   5,545   20,020  

貸倒引当金   △560,534   △5,500   △377,766  

投資その他の資産合計   605,953   537,704   558,707  

固定資産合計   689,449 41.6  690,960 23.1  714,493 27.9 

資産合計   1,658,155 100.0  2,994,064 100.0  2,556,666 100.0 
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前中間連結会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金 ※2  156,911   74,972   152,952  

２．短期借入金 ※2  －   646,985   －  

３．賞与引当金   15,404   9,596   11,885  

４．その他   115,711   120,380   158,662  

流動負債合計   288,027 17.4  851,934 28.5  323,500 12.7 

Ⅱ 固定負債           

１．社債   －   44,030   －  

２．長期借入金    －   23,801   23,857  

３．退職給付引当金   7,188   2,890   7,499  

４．役員退職慰労引当金   －   2,168   1,351  

５．その他   3,223   3,119   3,050  

固定負債合計   10,411 0.6  76,009 2.5  35,758 1.4 

負債合計   298,439 18.0  927,944 31.0  359,258 14.1 

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   3,383,231 204.0  3,902,231 130.3  3,902,231 152.6 

 ２ 資本剰余金   697,991 42.1  1,333,491 44.5  1,333,491 52.2 

  ３ 利益剰余金   △2,778,217 △167.5  △3,250,531 △108.6  △3,090,185 △120.9 

  ４ 自己株式     △2,802 △0.2  △2,833 △0.1  △2,828 △0.1 

  株主資本合計   1,300,202 78.4  1,982,357 66.2  2,142,708 83.8 

Ⅱ 評価・換算差額等           

 １ その他有価証券評価差

額金 
  34 0.0  100 0.0  140 0.0 

２ 為替換算調整勘定   7,666 0.4  △12,896 △0.4  2,676 0.1 

  評価・換算差額等合計   7,701 0.4  △12,795 △0.4  2,817 0.1 

Ⅲ 新株予約権   25,800 1.6  23,800 0.8  25,800 1.0 

Ⅵ 少数株主持分   26,013 1.6  72,758 2.4  26,081 1.0 

純資産合計   1,359,716 82.0  2,066,119 69.0  2,197,407 85.9 

負債純資産合計   1,658,155 100.0  2,994,064 100.0  2,556,666 100.0 
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(2)中間連結損益計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19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 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   849,374 100.0  871,888 100.0  2,072,932 100.0 

Ⅱ 売上原価   662,152 78.0  577,628 66.2  1,493,358 72.0 

売上総利益   187,222 22.0  294,260 33.8  579,574 28.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  634,221 74.6  480,785 55.2  1,152,126 55.6 

営業損失   446,998 △52.6  186,524 △21.4  572,551 △27.6 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  11,419   2,279   12,500   

２．雇用調整助成金収入  3,500   －   3,500   

３．為替差益  －   3,157   －   

４．受取賃貸料  1,500   －   2,983   

５．その他  9,410 25,830 3.0 2,560 7,997 0.9 12,917 31,901 1.5 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  0   732   196   

２．持分法による 
投資損失 

 63,517   42,059   107,989   

４．株式交付費  20,818   －   40,167   

５．賃貸資産費用  1,041      1,116   

５．その他  5,664 91,043 10.7 2,433 45,225 5.2 10,774 160,244 7.7 

経常損失   512,211 △60.3  223,752 △25.7  700,895 △33.8 

Ⅵ 特別利益           

１．賞与引当金戻入益  16,744   －   16,744   

２．投資有価証券売却益  －   20,506   －   

３．関係会社株式売却益  －   58,389   196,718   

４．固定資産売却益 ※2 －   －   18,030   

５．持分変動利益  9,922   －   33,669   

６．前期損益修正益 ※3 －   124,651   －   

７．その他  － 26,666 3.1 － 203,547 23.3 220 265,383 12.8 

Ⅶ 特別損失           

１．投資有価証券評価損  129,392   51,360   198,093   

２．投資有価証券売却損  －   4,000   －   

３．営業投資有価証券 
評価損 

 380,762   －   447,262   

４．固定資産売却損 ※4 8,530   －   10,437   

５．固定資産除却損 ※5 －   23,257   4,850   

６．貸倒引当金繰入額  543,108   47,541   739,571   

７．商品評価損  140,708   －   153,303   

８．商品廃棄損  －   12,523   －   

９．減損損失 ※6 88,543   25,317   88,543   

１０．事業整理損 ※7 41,079   －   103,364   

１１．その他  － 1,332,125 156.8 2,499 166,500 19.0 1,105 1,746,532 84.3 

税金等調整前中間

(当期)純損失 
  1,817,670 △214.0  186,705 △21.4  2,182,044 △105.3 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19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 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

法人税、住民税及び
事業税 

 23,756   7,834   34,940   

法人税等調整額  △2,316 21,440 2.5 △17,696 △9,861 △1.1 △11,336 23,604 1.2 

少数株主利益   13,365 1.6  13,997 1.6  13,434 0.6 

中間(当期)純損失   1,852,476 △218.1  190,841 △21.9  2,219,083 △107.2 
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(3)中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（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 

中間連結会計期間中の変動額      

新株の発行 360,000 360,000   720,000 

中間純利益   △1,852,476  △1,852,476 

自己株式の取得    △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） 
     

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      720,000 

中間純利益      △1,852,476 

自己株式の取得      △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） 
△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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当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19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19年３月31日残高  （千円） 3,902,231 1,333,491 △3,090,185 △2,828 2,142,708 

中間連結会計期間中の変動額      

中間純利益   △190,841  △190,841 

持分法適用会社減少による増加   30,494  30,494 

自己株式の取得    △5 △5 

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） 
    － 

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
  △160,346 △5 △160,351 

平成19年９月30日残高  （千円） 3,902,231 1,333,491 △3,250,531 △2,833 1,982,357 

 

 

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19年３月31日残高  （千円） 140 2,676 2,817 25,800 26,081 2,197,407 

中間連結会計期間中の変動額       

中間純利益      △190,841 

持分法適用会社減少による増加      30,494 

自己株式の取得      △5 

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） 
△40 △15,572 △15,613 △2,000 46,676 29,063 

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円） 
△40 △15,572 △15,613 △2,000 46,676 △131,288 

平成19年９月30日残高  （千円） 100 △12,896 △12,795 23,800 72,758 2,066,119 
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前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31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 

連結会計年度中の変動額      

新株の発行 879,000 876,000   1,755,000 

株式交換による増加  119,500   119,500 

当期純利益   △2,219,083  △2,219,083 

連結範囲の変更に伴う増減   54,639  54,639 

自己株式の取得    △106 △106 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
     

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 

879,000 995,500 △2,164,443 △106 △290,049 

平成19年３月31日残高  （千円） 3,902,231 1,333,491 △3,090,185 △2,828 2,142,708 

 

 

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 

連結会計年度中の変動額       

新株の発行      1,755,000 

株式交換による増加      119,500 

当期純利益      △2,219,083 

連結範囲の変更に伴う増減      54,639 

自己株式の取得      △106 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額） 
29 △4,265 △4,236 9,000 13,434 18,198 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
29 △4,265 △4,236 9,000 13,434 △271,851 

平成19年３月31日残高  （千円） 140 2,676 2,817 25,800 26,081 2,197,407 
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(4)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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19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） 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  △1,817,670 △186,705 △2,182,044 

減価償却費  26,679 24,277 48,991 

貸倒引当金の増減額  544,594 64,665 522,302 

賞与引当金の増減額  △1,339 － △7,124 

退職給付引当金の増減額  △1,415 － △1,103 

受取利息  △11,419 △2,279 △2,787 

有価証券利息  － － △9,712 

支払利息  0 732 196 

持分法による投資損失  63,517 42,059 107,989 

株式交付費  20,818 － 40,167 

投資有価証券評価損  129,392 51,360 198,093 

関係会社株式売却益  － △58,389 △196,718 

投資有価証券売却益  － △20,506 － 

減損損失  88,543 25,317 88,543 

前期損益修正益  － △124,651 － 

固定資産売却損  8,530 － 10,437 

固定資産除却損  － 23,257 4,850 

売上債権の増減額  610,313 182,939 525,332 

たな卸資産の増減額  177,497 6,937 196,669 

営業投資有価証券の増減額  380,762 － 380,762 

営業貸付金の増減額  4,307 △252,378 53,435 

未収入金の増減額  85,953 － － 

仕入債務の増減額  △577,937 △75,883 △581,884 

その他の資産の増減額  △28,138 － 118,852 

その他の負債の増減額  △72,212 － 149,670 

その他  32,675 △2,001 53,367 

小計  △336,547 △301,248 △479,786 

利息の受取額  2,214 2,993 7,349 

利息の支払額  △0 △600 △196 

法人税等の支払額  △4,758 △30,095 △14,550 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △339,092 △328,950 △487,185 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △7,575 △13,544 △22,351 

無形固定資産の取得による支出  △3,592 △10,857 △3,894 

投資有価証券等の取得による支出  △201,300 － △326,100 

投資有価証券等の売却による収入  － 60,000 10 

連結範囲の変更を伴う子会社株式の 

売却による収入 
 － 6,788 － 

貸付による支出  △1,450 － △1,646 

貸付金の回収による収入  29,589 8,613 32,648 

保険積立金の払込による支出  － － △325 

差入保証金の払込による支出  △3,496 － △1,762 

差入保証金の返還による収入  2,703 16,562 2,789 

長期前払費用の取得による支出  △6,500 － △6,500 

その他  16,334 1,800 107,912 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △175,286 69,363 △219,219 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19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） 金額（千円） 

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  － △4,080 △3,900 

社債の発行による収入  － 31,110 － 

長期借入金の返済による支出  － △9,545 △4,203 

自己株式の取得による支出  △80 △5 △106 

株式の発行による収入  699,181 － 814,832 

新株予約権発行による収入  10,000 － 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  △1,000 － － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  708,101 17,480 1,715,263 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △405 △111 258 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  193,316 △242,219 1,009,117 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  289,406 1,305,517 289,406 

Ⅶ  新規連結に伴う現金及び現金同等物の

増減額 
 － 24,432 6,993 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)

残高 
※１ 482,723 1,087,731 1,305,517 
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（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。 

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

継続的に営業損失を計上しており、当連

結中間会計年度においても186,524千円

の営業損失及び328,950千円の営業キャ

ッシュ・フローの支出を計上しており、

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

当該状況を早期に解消すべく、新経営体

制の下、継続して債権及び資産の再評価

と不採算事業部門の整理、撤退及び人員

の削減をはじめとした経営の合理化を遂

行する一方、採算部門の事業ドメインの

拡大に努めてまいりました。 

具体的には、企業再生支援・投融資関

連事業に関して、新規事業を構築できる

企業に対して投融資を行い、当社グルー

プシナジーの拡大、収益の拡大に取り組

んでおります。 

その成果として、前期末より継続して

おります大型企業再生支援案件の受注が

好調であり、会計業務支援事業について

も堅調に業績を伸ばしております。また、

投融資関連事業については、平成19年7

月に連結子会社としましたYour Capital 

Co., Limited（韓国）の業績が、順調に

推移しております。 

その他にも、ロジスティックマネジメ

ント事業については、現状の収益水準に

甘んじることなく、事業の拡大を行い、

当社グループの売上・収益力の強化に邁

進し、ＩＴ関連事業については、引き続

き抜本的な人的、物的資産の選別・強化

を行い、収益基盤となるよう努めてまい

ります。 

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

的に営業損失を計上しており、当連結会計年度

においても572,551千円の営業損失及び

487,185千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の保有する資

産につき、各事業における収益獲得の可能性、

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、当連結会計年度に

おいて、特別損失1,746,532千円が発生しまし

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。 

  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代

表取締役の異動及び新たな取締役の追加を行

い、新経営体制の下、過去の経営体制を抜本的

に見直すことに着手いたしました。 

  具体的には、既存事業を見直し、採算事

業と不採算事業の識別を行い不採算事業の撤

退を決定しています。なお且つ採算事業におい

ては、資本・業務提携又は、Ｍ＆Ａ戦略を用い

更なる強化を図っております。 

また、上記特別損失が発生した原因を検証

し、管理体制の強化も同時に行っています。 

  ＩＴ関連事業については、ネットワーク

事業及びマルチメディア事業を２つの核と位

置づけ、安定した収益基盤を構築していきま

す。これらについては、抜本的な人的、物的資

産の選別・強化を行いました。さらに、他社と

の資本・業務提携及び、子会社の買収を実施い

たしました。今後につきましても、資本・業務

提携及びＭ＆Ａ等を積極的に推進し、更なる強

固な収益構造の基盤を作り上げていけるよう

努めていきます。 

  ロジスティックマネジメント事業につい

ては、現状の収益水準に甘んじることなく、事

業の拡大を行い、当社グループの売上・収益力

の強化に貢献していきます。 

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に対して投融資を

行い、当社グループシナジーの拡大、収益の拡

大に取り組んでまいります。 

  一方、財務面においては、平成18年11月

10日の取締役会の決議に基づき、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により1,035,000千円の

資金調達を完了し、財務体質の強化並びに事業

基盤強化のＭ＆Ａを行う資金を確保いたしま

した。 

  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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

1.連結の範囲に関する事
項 

(1)連結子会社の･････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･････９社 
連結子会社名 

 ㈱ジオブレイン 

 Vertex Link (Asia) Limited
（香港） 

 ㈱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㈱ 

 ㈱アガットコンサルティング 

㈱シーサイド 
Your Capital  

Co., Limited（韓国） 

上記のうち、Your Capital Co., 

Limited（韓国）は、当連結会計

年度において新たに株式を取得

したことにより連結の範囲に含

めております。 

また、前連結会計年度において

非連結子会社であった㈱シーサ

イドは合計の総資産、売上高、当

期純損益及び利益剰余金等が、連

結財務諸表に重要な影響を及ぼ

すと判断し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

連結子会社であった㈱バーテッ
クスリンクコンサルティングは、

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･････８社 
連結子会社名 

 ㈱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㈱ 
 ㈱アガットコンサルティング 

上記のうち、㈱アガットコンサル

ティングは、当連結会計年度にお
いて株式交換により新たに連結

子会社となったため、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

結子会社であった㈱ＶＬＩ、

VLI-VC１号投資事業有限責任組
合は全株式等を売却したため、ま

た Vertex Link Investments 

(Asia) Limited（香港）、ＶＬ・
ＡＴＥＣ㈱（韓国）は会社清算を

行ったため、連結の範囲から除い

ております。 
 

 (2) 主要な非連結子会社の名称
等 

 

(2)主要な非連結子会社の名称等  

 

(2)主要な非連結子会社の名称等  

㈱バズスタイル（現㈱シーサイ

ド） 
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、当期
純損益及び利益剰余金（持分に見

合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしてい
ないためであります。 

2.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 
 

(1)持分法適用の 

関連会社の数･････１社  
 主要な会社名  

 ㈱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
㈱エンティスは、財務・営業及
び、事業の方針の決定への影響
力が弱まったため、持分法適用
の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。 

 (2） (2） (2)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
連結財務諸表に及ぼす影響が
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） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

 (3)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） 

純粋投資目的であり営業、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
では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)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 

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。 

すべ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。 

すべて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 
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 

同左 

(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 

 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） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価
法を採用しております 

 時価のないもの 

移動平均法による原価
法を採用しております 

 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 
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 前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

 
(2)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 

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         ９年～18年 
車両運搬具         ６年 

  器具及び備品 ４年～20年 

 
（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、

当中間連結会計期間より、
平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基
づく減価償却の方法に変更

しております。これによる

損益に与える影響額は軽微
であります。 

（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、
平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に
基づく減価償却の方法の適

用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌
連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり
均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。

なお、これによる損益に与
える影響額は軽微でありま

す。 

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 

 

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 

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 

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のれん 

 のれんの償却については、

５年間の定額法により償却
を行っております。 

②無形固定資産 
同左 
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 前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

 (3)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 
債権の貸倒れによる損失
に備えるため、当社及び連結
子会社（Your Capital Co., 
Limited（韓国）を除く）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、当中間連結会計期間

に新たに連結子会社となった

Your Capital Co., Limited（韓

国・消費者金融業）は、将来
の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権及び延滞債権

等特定の債権については延滞
日数に応じて区分して、過去

の一定の算定期間における貸

倒実績等により回収可能性を
勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

①貸倒引当金 
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。 

 

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。 

④役員退職慰労引当金  
同左 

④役員退職慰労引当金  

同左 

 (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 

同左 

(4) 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。 

 (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18年４月１日 

  至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 19 年９月 30 日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日） 

 (6)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 

(6)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 

(6）その他連結財務諸表作成のた
めの重要な事項 

 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 

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 
同左 

②連結納税制度の適用 

同左 

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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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。 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

当連結会計年度より、「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2,145,525千円であります。 

なお、当連結会計年度における連結貸借
対照表の純資産の部については、連結財務

諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財務

諸表規則により作成しております。 
（企業結合及び事業分離等に関する会計基

準） 

当連結会計年度より「企業結合に係る
会計基準」（企業会計審議会 平成15年

10月31日）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月27日 企業会計基準第7号）ならび

に「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基
準委員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用しておりま

す。 
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表示方法の変更 
前中間連結会計期間 

（自  平成18年４月 1日 

至  平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自  平成19年４月 1日 

至  平成19年９月30日） 

（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。 
 

（中間連結貸借対照表） 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

（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「賞与引当金の増減額」（当中間連結

会計期間2,289千円）、「退職給付引当金の増減額」（当中間連

結会計期間4,609千円）、「未収入金の増減額」（当中間連結会
計期間1,191千円）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。 

２．前中間連結会計期間まで投資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「差入保証金の払込による支出」（当

中間連結会計期間△5,120千円）、「長期前払費用の取得による

支出」（当中間連結会計期間△1,394千円）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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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18年９月30日） 

当中間連結会計期間末 

（平成19年９月30日） 

前連結会計年度末 

（平成19年３月31日） 

※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、
51,544千円であります。 

※１．有形固定資産の減価償却累計額は、
55,293千円であります。 

※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 
差入保証金               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 
営業貸付金    163,540千円 

差入保証金         3,993千円 

合      計       167,533千円 
  

上記に対応する債務 

買 掛 金           321千円 
短期借入金    125,800千円 

合      計       126,121千円 

 
３．偶発債務（保証債務等） 

関係会社の借入金について保証等を

行っております。 

株式会社シーサイド 

24,984千円 

 

※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              3,973千円 

 

上記に対応する債務 
買 掛 金          978千円 
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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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（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。 

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。 

役員報酬             74,011千円 

給与手当            113,290千円 

賞与引当金繰入額      4,798千円 

役員退職慰労引当金繰入額      817千円 

※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             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． 

 

※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．持分法適用関連会社株式に関わる取

得金額の修正によるものであります。 

※３． 

  

※４．固定資産売却損は次のとおりであり

ます。  

投資不動産        2,408千円  

器具及び備品      5,879千円  

ソフトウェア        243千円 

※４． 
※４．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 

※５． 
※５．固定資産除却損は次のとおりであり

ます。  

建物       7,899千円  

器具及び備品   2,032千円  

長期前払費用   13,325千円 

※５．  

 

※６.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。 

※６．減損損失 

当連結会計年度において、当社グルー

プは、保有する連結子会社ののれんのう

ち㈱シーサイドの買収時に計上したも

のを一括償却いたしました。 

当該減損については、事業再構築に

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25,317千

円（のれん25,317千円）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ゼ

ロとして評価しております。 

※６．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 

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） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※７．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 

※７． 
※７．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 
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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19年４月１日至 平成19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  74,330 － － 74,330 

合計 74,330 － － 74,330 

自己株式     

普通株式 (注)  18 0 － 18 

合計 18 0 － 18 

（注）当中間期において単元未満株式の買取りにより普通株式の自己株式が200株増加しております。 

 

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 普通株式 5,000 － － 5,000 10,000 

連結子会社 （注）１ － 2,000 － △2,000 － － 

合計 － － － － － 23,800 

 

（注）１．連結子会社の当中間連結会計期間減少は、株式の売却による連結除外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18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

※１．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19年９月30日現在） 

現金及び預金勘定         1,087,731千円        

現金及び現金同等物       1,087,731千円 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に記載されている科目の

金額との関係 

（平成19年３月31日現在） 

現金及び預金勘定     1,305,517千円  

現金及び現金同等物    1,305,517千円 
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（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 

・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 
・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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19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 
200,843 176,687 494,357 － 871,888 － 871,888 

（2）セグメント間の 

内部売上高又は振替高 
967 1,116 － － 2,083 (2,083) － 

計 201,810 177,803 494,357 － 873,972 (2,083) 871,888 

営業費用 290,283 190,610 488,399 990 970,283 88,130 1,058,413 

営業損益（△は損失） △88,472 △12,806 5,957 △990 △96,311 (90,213) △186,524 

(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 

・ネットワークセキュリティ事業 

・商品開発ＯＥＭ・ＯＤＭ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 

・接骨院レセプトシステム 

・セットトップボックス端末、ビデオ・オン・デマンド・システム、デジタル

コンテンツ、無線ＬＡＮ機器 

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）、消費者金融業 

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 

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163,805千円であり、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。 



 

 

㈱バーテックス リンク（9816） 平成20年3月期中間決算短信 

 

- 34 - 

 

 

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日  至 平成19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 
960,046 46,562 1,066,323 － 2,072,932 － 2,072,932 

（2）セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

793 39,544 182 － 40,519 (40,519)  

計 960,839 86,106 1,066,505 － 2,113,451 (40,519) 2,072,932 

営業費用 1,236,627 87,020 967,636 86,145 2,377,429 268,054 2,645,484 

営業損益（△は損失） △275,788 △913 98,869 △86,145 △263,977 (308,574) △572,551 

(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 
・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 

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268,054千円であり、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 
当中間連結会計期間（自 平成19年４月１日  至 平成19年９月30日） 
 

日本 
（千円） 

アジア 
（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 
792,033 79,854 871,888 － 871,888 

（2）セグメント間の 
内部売上高又は振替高 

2,677 19,000 21,678 (21,678) － 

計 794,711 98,855 893,567 (21,678) 871,888 

営業費用 1,015,423 64,668 1,080,092 (21,678) 1,058,413 

営業損益（△は損失） △220,712 34,187 △186,524 － △186,524 

(注) １．国又は地域の区分の方法 

地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア：中国（香港）、韓国 

３．前中間連結会計期間及び前連結会計年度における本邦の売上高は、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。 

 
（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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（有価証券） 
前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 

 
当中間連結会計期間末(平成19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 

－ 

－ 

2,381 

－ 

－ 

2,551 

－ 

－ 

170 

合          計 2,381 2,551 170 

（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 

 

413,703 

32,966 

 

前連結会計年度末（平成19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 

－ 

－ 

2,386 

－ 

－ 

2,619 

－ 

－ 

233 

合          計 2,386 2,619 233 

（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 

非上場外国株式 

 

391,470 

32,966 
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（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。 

 
 
（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（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        26円73銭 

１株当たり中間純損失金額  39円87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50銭 

１株当たり中間純損失金額  2円57銭 

 

同左 

 

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18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

中間(当期)純損失(千円) 1,852,476 190,841 2,219,083 

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) 1,852,476 190,841 2,219,083 

期中平均株式数(千株) 46,464 74,312 55,834 

 

 

（ストック・オプション等） 
ストック・オプション等に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため開示を省略しております。 

 

 

（企業結合におけるパーチェス法適用関係） 
当中間連結会計期間（自 平成19年4月1日  至 平成19年9月30日） 

１．企業結合の概要 

被取得企業の名称 Your Capital C0.,Limited 

被取得企業の事業の内容 消費者金融業 

企業結合を行った主な理由 事業再生・投融資関連事業において、クロス・ボーダーギャップを利用した投

融資事業によりグループ収益の増大を図るため。特に、今後の成長が期待され

る韓国消費者金融業への参入により、市場の拡大と同期した収益の拡大を見込

むものである。 

企業結合日 平成19年8月1日 

企業結合の法的形式 現金を対象とする株式取得 

取得した議決権比率 42.7％ 

 

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

自 平成19年8月1日  至 平成19年9月30日 

 

３．発生したのれんの金額等 

発生したのれんの額 4,044千円 

発生原因 今後の事業展開によって期待される、将来の収益力からから発生したものです。 

償却方法及び償却期間 ５年間の均等償却 
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４．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額 

（平成19年8月1日現在） 

 

流動資産   725,813千円 

固定資産     2,855千円 

のれん     4,044千円 

資産合計    732,712千円 

 

 

流動負債   △656,230千円 

固定負債    △12,920千円 

負債合計   △669,150千円 
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(重要な後発事象) 
前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

１．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19年４月18日開催の取締役会の決議

に基づき、当社完全子会社である㈱バズス

タイルの定款変更と当該子会社の第三者

割当増資を行いました。その概要は次のと

おりです。 

① 新商号 株式会社シーサイド 

② 新本店住所 

東京都千代田区神田錦町三丁目15番地 

（変更前住所 東京都中央区日本橋堀

留一丁目10番14号） 

③ 新発行可能株式総数  3,000,000株 

④ 第三者割当増資に関する事項 

１）発行する新株式数  1,000,000株 

２）発行価額     １株につき50円 

３）発行価額の総額   50,000,000円 

４）資本組入額の総額  50,000,000円 

５）払込期日     平成19年4月25日 

６）割当先及び株式数 

㈱バーテックスリンク 1,000,000株 
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前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

２．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 

 

 

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し,平成18年11月30

日に払込が完了いたしました。 

この結果，平成18年11月30日付で資本金

は3,452,231,146円，発行済株式総数は 

51,940,896株となっております 

（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 

全額を新興支援投資事業有限責任組合

に割り当てる。 

（６）資本組入額の総額 

69,000千円 

（７）払込期日 

平成18年11月30日 

（８）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18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19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 

900,000,000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 

  



 

 

㈱バーテックス リンク（9816） 平成20年3月期中間決算短信 

 

- 41 - 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19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18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19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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６．中間個別財務諸表 

（１）中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(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 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金  387,788   880,582   1,157,433   

２．売掛金  126,005   62,573   205,188   

３．たな卸資産  72,985   54,266   62,481   

４．前渡金  6,007   1,550   12,576   

５．関係会社短期貸付金  365,000   －   110,000   

６．その他 ※3 124,621   144,639   105,983   

貸倒引当金  △255,939   △90,890   △74,092   

流動資産合計   826,468 34.9  1,052,720 48.8  1,579,571 61.5 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産 ※1 43,389   27,884   35,365   

２．無形固定資産  17,453   17,047   17,898   

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  47,691   221,631   212,473   

(2)関係会社株式  1,041,193   517,730   655,414   

(3)その他の関係会社 
有価証券 

 194,718   －   4,000   

(4)関係会社社債  －   200,000   －   

(5)関係会社長期貸付金  51,000   80,000   51,000   

(6)投資土地  71,000   －   －   

(7)差入保証金 ※2 43,367   －   41,169   

(8)長期未収入金  197,642   －   194,408   

(9)その他  19,936   39,827   198,746   

貸倒引当金  △187,610   －   △420,095   

投資その他の資産合計  1,478,939   1,059,189   937,117   

固定資産合計   1,539,782 65.1  1,104,122 51.2  990,382 38.5 

資産合計   2,366,251 100.0  2,156,842 100.0  2,569,953 100.0 
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前中間会計期間末 
(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 
(平成19年９月30日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
(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 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．買掛金 ※2 51,470   6,508   60,378   

２．賞与引当金  12,292   3,952   5,683   

３．その他 ※3 64,738   63,433   85,934   

流動負債合計   128,501 5.4  73,895 3.4  151,996 5.9 

Ⅱ 固定負債           

１．退職給付引当金  7,188   2,575   7,209   

２．関係会社事業損失 
引当金 

 608,853   3,542   139,399   

３．その他  273   69   97   

固定負債合計   616,315 26.1  6,187 0.3  146,705 5.7 

負債合計   744,816 31.5  80,082 3.7  298,701 11.6 

           

 （純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

  １．資本金   3,383,231 143.0  3,902,231 180.9  3,902,231 151.8 

  ２．資本剰余金           

  （１）資本準備金  697,991   1,333,491   1,333,491   

 資本剰余金合計   697,991 29.5  1,333,491 61.8  1,333,491 51.9 

  ３．利益剰余金           

    （１）その他利益剰余金           

  繰越利益剰余金  △2,480,820   △3,180,029   △2,985,583   

 利益剰余金合計   △2,480,820 △104.9  △3,180,029 △147.4  △2,985,583 △116.2 

   ４．自己株式   △2,802 △0.1  △2,833 △0.1  △2,828 △0.1 

  株主資本合計   1,597,599 67.5  2,052,859 95.2  2,247,310 87.4 

 Ⅱ 評価・換算差額等           

  １．その他有価証券評価
差額金 

  34 0.0  100 0.0  140 0.0 

評価・換算差額等合計   34 0.0  100 0.0  140 0.0 

 Ⅲ 新株予約権   23,800 1.0  23,800 1.1  23,800 1.0 

純資産合計   1,621,434 68.5  2,076,760 96.3  2,271,251 88.4 

負債純資産合計   2,366,251 100.0  2,156,842 100.0  2,569,953 100.0 
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（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 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   292,027 100.0  232,565 100.0  629,037 100.0 

Ⅱ 売上原価   241,147 82.6  131,182 56.4  475,215 75.5 

売上総利益   50,879 17.4  101,382 43.6  153,821 24.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   365,638 125.2  250,160 107.6  646,341 102.8 

営業損失   314,758 △107.8  148,777 △64.0  492,519 △78.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１  13,037 4.5  7,287 3.1  25,625 4.1 

Ⅴ 営業外費用 ※２  27,366 9.4  2,139 0.9  53,972 8.6 

経常損失   329,088 △112.7  143,630 △61.8  520,866 △82.8 

Ⅵ 特別利益 ※３  16,744 5.7  73,914 31.8  34,774 5.5 

Ⅶ 特別損失 ※４  1,524,522 522.0  128,096 55.1  1,858,912 295.5 

税引前中間(当期)純
損失 

  1,836,866 △629.0  197,811 △85.1  2,345,003 △372.8 

法人税、住民税及び
事業税 

 2,897   △2,382 
 
 

 △1,459   

法人税等調整額  － 2,897 1.0 △983 △3,365 △1.4 983 △475 △0.1 

中間(当期)純損失   1,839,764 △630.0  194,445 △83.6  2,344,528 △372.7 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

㈱バーテックス リンク（9816） 平成20年3月期中間決算短信 

 

- 46 - 

（３）中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式 株主資本合計 

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

中間会計期間中の変動額        

新株発行 360,000 360,000 360,000    720,000 

中間純利益    △1,839,764 △1,839,764  △1,839,764 

自己株式の取得      △80 △80 

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額 

       

中間会計期間中の変動額合計（千円） 360,000 360,000 360,000 △1,839,764 △1,839,764 △80 △1,119,844 

平成18年９月30日残高  （千円） 3,383,231 697,991 697,991 △2,480,820 △2,480,820 △2,802 1,597,599 

 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差額

等合計 

新株予約権 純資産合計 

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

中間会計期間中の変動額     

新株発行    720,000 

中間純利益    △1,839,764 

自己株式の取得    △80 

株主資本以外の項目の 

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

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

平成18年９月30日残高（千円） 34 34 23,800 1,621,434 
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当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 

資本剰余金 

合計 
繰越利益 

剰余金 

利益剰余金   

合計 

自己株式 株主資本合計 

平成19年３月31日残高  （千円） 3,902,231 1,333,491 1,333,491 △2,985,583 △2,985,583 △2,828 2,247,310 

中間会計期間中の変動額        

新株発行        

中間純利益    △194,445 △194,445  △194,445 

自己株式の取得      △5 △5 

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額（純額） 

       

中間会計期間中の変動額合計（千円） － － － △194,445 △194,445 △5 △194,450 

平成19年９月30日残高  （千円） 3,902,231 1,333,491 1,333,491 △3,180,029 △3,180,029 △2,833 2,052,859 

 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証

券評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

新株予約権 純資産合計 

平成19年３月31日残高（千円） 140 140 23,800 2,271,251 

中間会計期間中の変動額     

新株発行     

中間純利益    △194,445 

自己株式の取得    △5 

株主資本以外の項目の 

中間会計期間中の変動額（純額） 
△40 △40 － △40 

中間会計期間中の変動額合計（千円） △40 △40 － △194,410 

平成19年９月30日残高（千円） 100 100 23,800 2,076,760 
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前事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年3月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 

資本金 
資本 

準備金 
資本剰余合計 

繰越利益 

剰余金 

利益剰余金   

合計 

自己株式 
株主資本 

合計 

平成18年３月31日残高（千円） 3,023,231 337,991 337,991 △641,055 △641,055 △2,722 2,717,445 

事業年度中の変動額        

新株の発行 879,000 876,000 876,000    1,755,000 

株式交換による増加  119,500 119,500    119,500 

当期純利益    △2,344,528 △2,344,528  △2,344,528 

自己株式の取得      △106 △106 

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
       

事業年度中の変動額合計（千円） 879,000 995,500 995,500 △2,344,528 △2,344,528 △106 △470,134 

平成19年3月31日残高（千円） 3,902,231 1,333,491 1,333,491 △2,985,583 △2,985,583 △2,828 2,247,310 

 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

新株予約権 純資産合計 

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

事業年度中の変動額     

新株発行    1,755,000 

株式交換による増加    119,500 

当期純利益    △2,344,528 

自己株式の取得    △106 

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額） 
29 29 10,000 10,029 

事業年度中の変動額合計（千円） 29 29 10,000 △460,105 

平成19年3月31日残高（千円） 140 140 23,800 2,271,251 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

当社は、前事業年度まで継続的な営業

損失を計上しており、当中間会計期間に

おいても 314,758千円の営業損失を計上

しております。また、事業の再構築と財

務体質の健全化を目的として当社の保有

する資産につき、各事業における将来の

収益獲得の可能性、評価価値の妥当性と

いう視点で保守的に精査を実施しまし

た。その結果、当中間会計期間において、

特別損失 1,524,522千円が発生いたしま

した。当該状況により継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。 

中間財務諸表提出会社である当社は、

当該状況を解消すべく、当中間会計年度

平成 18年８月 29日に代表取締役の異動

を決議し、既存の経営体制を抜本的に見

直すことに着手いたしました。その後、

平成 18年９月４日に会社分割の中止決

議、平成 18年 10月 13日に半導体・LCD

事業からの撤退の決議をし、また前述い

たしましたとおり当社の保有する資産の

大幅な評価替等を実施してまいりまし

た。 

一方、財務面においては、平成18年11

月10日に第三者割当による新株式発行及

び第２回無担保転換社債型新株予約権付

社債発行を決議し平成18年11月30日を払

込予定日として、1,185,000千円の資金調

達を実行する予定といたしております。当

調達により、財務体質の強化並びに事業基

盤強化のためのＭ＆Ａを行う資金を確保

する所存です。 

当中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、上記のような重要

な疑義の影響を中間財務諸表には反映

しておりません。 

当社は、前事業年度まで継続的な営業

損失を計上しており、当中間会計期間に

おいても148,777千円の営業損失を計上

し、当該状況により継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 

中間財務諸表提出会社である当社は

当該状況を早期に解消すべく、新経営体

制の下、継続して債権及び資産の再評価

と不採算事業部門の整理、撤退及び人員

の削減をはじめとした経営の合理化を遂

行する一方、グループ経営による採算事

業ドメインの拡大により、事業持株会社

としてグループ会社に対する経営指導及

び国内及び国外のＭ＆Ａの実効によるシ

ナジー効果を上げるように努めてまいり

ました。 

その成果として、グループ企業におい

て大型企業再生支援案件の受注が好調で

あり、会計業務支援事業についても堅調

に業績を伸ばしております。また、平成

19年7月に連結子会社としましたYour 

Capital Co., Limited（韓国）の業績が、

順調に推移しております。また、当社の

ＩＴ関連事業についても、引き続き抜本

的な人的、物的資産の選別・強化を行い、

収益基盤となるよう努めてまいります。 

当中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成されており、上記のような重要

な疑義の影響を中間財務諸表には反映し

ておりません。 

当社は、前事業年度まで継続的に営業

損失を計上しており、当事業年度におい

ても492,519千円の営業損失を計上して

おります。また、事業の再構築と財務体

質の健全化を目的として当社の保有す

る資産につき、各事業における収益獲得

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、当事業年度において、特別損失

1,858,912千円が発生しました。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。 

 当社は当該状況を解消すべく、当事

業年度において代表取締役の異動及び

新たな取締役の追加を行い、新経営体制

の下、過去の経営体制を抜本的に見直す

ことに着手いたしました。 

 具体的には、既存事業を見直し、採

算事業と不採算事業の識別を行い不採

算事業の撤退を決定しています。なお且

つ採算事業においては、資本・業務提携

又は、Ｍ＆Ａ戦略を用い更なる強化を図

っております。 

また、上記特別損失が発生した原因を

検証し、管理体制の強化も同時に行って

います。 

 ＩＴ関連事業については、ネットワ

ーク事業及びマルチメディア事業を２

つの核と位置づけ、安定した収益基盤を

構築していきます。これらについては、

抜本的な人的、物的資産の選別・集中強

化を行いました。さらに、他社との資

本・業務提携及び、子会社の買収を実施

いたしました。今後につきましても、資

本・業務提携及びＭ＆Ａ等を積極的に推

進し、更なる強固な収益構造の基盤を作

り上げていけるよう努めていきます。 

 一方、財務面においては、平成18年

11月10日の取締役会の決議に基づき、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

行により1,035,000千円の資金調達を完

了し、財務体質の強化並びに事業基盤強

化のＭ＆Ａを行う資金を確保いたしま

した。 

 財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、上記のような重要な疑

義の影響を財務諸表には反映しており

ません。 

 

 



 

 

㈱バーテックス リンク（9816） 平成20年3月期中間決算短信 

 

- 50 - 

中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 前中間会計期間 

(自 平成18年４月1日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

(1)有価証券 

①子会社株式 

及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

(1)有価証券 

①子会社株式 

及び関連会社株式 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

(1)有価証券 

①子会社株式 

及び関連会社株式 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価

差額は全部純資産直入

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 

 

時価のないもの 

同左 

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。 

(2)デリバティブ 

時価法によっております。 

(2)デリバティブ 

同左 

(2)デリバティブ 

同左 

1. 資産の評価基準及び
評価方法 

(3)たな卸資産 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

(3)たな卸資産 

同左 

(3)たな卸資産 

同左 

2. 固定資産の減価償却
の方法 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。 

建物    15年～18年 

車両運搬具     ６年 

器具及び備品 ２年～20年 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成10年
４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。
なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。 

建物         ９年～18年 
車両運搬具         ６年 

器具及び備品 ４年～20年 

 
（会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年
４月１日以降に取得した有形

固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の
方法に変更しております。こ

れによる損益に与える影響額

は軽微であります。 
（追加情報） 

法人税法の改正に伴い、平

成 19年３月 31日以前に取得

した有形固定資産について

は、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した

会計年度の翌会計年度より、

取得価額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。な

お、これによる損益に与える

影響額は軽微であります。 

(1)有形固定資産 

定率法（ただし、平成 10年

４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については

定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。 

建物    15年～18年 

車両運搬具     ６年 

 器具及び備品 ２年～20年 
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 前中間会計期間 

(自 平成18年４月1日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

(2)無形固定資産 

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェアについて

は、以下のとおりであります。 

①市場販売目的ソフトウェア 

見込販売数量に基づく償

却方法(ただし、残存有効期

間に基づく均等配分額を下

限とする) 

②自社利用ソフトウェア 

社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

①市場販売目的ソフトウェア 

同左 

 

 

②自社利用ソフトウェア 

同左 

 

(2)無形固定資産 

同左 

 

 

①市場販売目的ソフトウェア 

同左 

 

 

②自社利用ソフトウェア 

同左 

 

 

(3)投資その他の資産 

投資建物 

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

建物        13年～50年 

(3)投資その他の資産 

 

(3)投資その他の資産 

投資建物 

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下

のとおりであります。 

     建物        13年～50年 

 

 

(1)貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

(1)貸倒引当金 

同左 

(1)貸倒引当金 

同左 

3. 引当金の計上基準 

(2)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞

与に備えるため、支給見込額の

うち当中間会計期間負担額を

計上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞

与に備えるため、支給見込額の

うち当事業年度負担額を計上

しております。 

 (3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当中間会計期間末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額（簡便法）に基づき、

当中間会計期間末において発

生していると認められる額を

計上しております。 

(3)退職給付引当金 

同左 

(3)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における退

職給付債務及び年金資産の見

込額（簡便法）に基づき計上し

ております。 

(4)関係会社事業損失引当金 

関係会社の事業の損失に備え

るため、当社が負担すると見込

まれる損失額を計上しておりま

す。 

(4)関係会社事業損失引当金 

同左 

(4)関係会社事業損失引当金 

同左 

4．外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換

算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、決算日

の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理

しております。 

5.リース取引の処理方

法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。 

同左 同左 

(1)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 

6.その他中間財務諸表

(財務諸表)作成のた

めの基本となる重要

な事項 

(2)連結納税制度の適用 

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 

同左 

(2)連結納税制度の適用 

     同左 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間 
 （自 平成18年４月１日 
     至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

  当中間会計期間より、「貸借対照表
の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17年

12月９日）及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しておりま
す。 

  これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は 1,597,634千円であります。 
なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部については、

中間財務諸表等規則の改正に伴い、改
正後の中間財務諸表等規則により作成

しております 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準） 

 当事業年度より、「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2,247,451千円であります。 

 なお、当事業年度における貸借対照表
の純資産の部については、財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規

則により作成しております。 
（企業結合及び事業分離等に関する会計

基準） 

  当事業年度より「企業結合に係る会計
基準」（企業会計審議会 平成15年10

月31日）及び「事業分離等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 平成17
年12月27日 企業会計基準第7号）なら

びに「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計
基準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 
 

 

 従来、関係会社に対する経営管理収入

は、販売費及び一般管理費から控除してお
りましたが、当中間会計期間より売上高と

して計上する方法に変更しました。 

当該変更は、平成19年４月より導入しま
したグループ経営管理規程等に基づき関

係会社に提供される経営指導その他の便

益に対する対価であり、事業持株会社であ
る当社の事業目的であるため変更するも

のです。 

この会計方針の変更により、従来の方法
によった場合に比べ、当中間会計期間

の売上高は40,329千円増加し、販売費

及び一般管理費も同額増加しておりま
す。 
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表示方法の変更 

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（中間貸借対照表） 

１．前中間会計期間末まで区分掲記しておりました「未収入金」

（当中間会計期間末67,435千円）については、資産の総額

の100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。 

 

（中間貸借対照表） 

１.前中間会計期間末まで区分掲記しておりました「関係会社短

期貸付金」（当中間会計期間末65,000千円）については、

資産の総額の100分の５以下となったため、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。 

２. 前中間会計期間末まで区分掲記しておりました「差入保証

金」（当中間会計期間末39,827千円）については、資産の

総額の100分の５以下となったため、固定資産の投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しております。 

 

追加情報 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．前事業年度末において、VLI-VC１号投

資事業有限責任組合を連結の範囲に含

めたことにより、前中間会計期間まで投

資有価証券に含めて表示しておりまし

た当該出資の額（前中間会計期間末

500,000千円）については、投資その他

の資産の「その他の関係会社有価証券」

として表示する方法に変更しておりま

す。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

（平成18年9月30日現在） 

当中間会計期間末 

（平成19年9月30日現在） 

前事業年度末 

（平成19年3月31日現在） 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

45,145千円であります。 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

43,698千円であります。 

※１.有形固定資産の減価償却累計額は、

47,624千円であります。 

※２.担保に供している資産及び担保付

債務 

担保に供している資産 

差入保証金             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             3,993千円 

上記に対応する債務 

買 掛 金          321千円 

※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             3,973千円 

上記に対応する債務 

買 掛 金          978千円 

 

※３.消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、金額的重要性が乏しい

ため、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。 

※３.消費税等の取扱い 

同左 

※３.消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、金額的重要性が乏しいた

め、流動負債の「その他」に含めて表

示しております。 

 ４．偶発債務（保証債務等） 

関係会社の借入金について保証等

を行っております。 

株式会社シーサイド 

24,984千円 

 

 

 

（中間損益計算書関係）  

前中間会計期間 
（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 
（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息            3,104千円 

有価証券利息        5,190千円 

受取賃貸料          1,500千円 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息             3,146千円 

有価証券利息         1,671千円 

為替差益             2,194千円 

※１.営業外収益のうち主要なもの 

受取利息             6,506千円 

有価証券利息         8,498千円 

受取賃貸料           2,983千円 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

株式交付費          20,818千円 

賃貸資産費用         1,041千円 

投資事業組合経費     2,567千円 

 

※２. 

 

※２.営業外費用のうち主要なもの 

株式交付費          40,167千円 

賃貸資産費用         1,116千円 

投資事業組合経費     5,423千円 

 

※３.特別利益のうち主要なもの 

賞与引当金戻入益   16,744千円 

 

※３.特別利益のうち主要なもの 

貸倒引当金戻入益    16,202千円 

投資有価証券売却益  10,587千円 

関係会社事業損失引当金戻入益  

47,124千円 

※３.特別利益のうち主要なもの 

固定資産売却益      18,030千円 

賞与引当金戻入益    16,744千円 

 

※４.特別損失のうち主要なもの 

投資有価証券評価損 129,392千円 

貸倒引当金繰入額   216,774千円 

関係会社事業損失引当金繰入   

                   558,853千円 

商品評価損         140,708千円 

投資事業組合投資損失     

             441,972千円 

事業整理損          34,412千円 

※４.特別損失のうち主要なもの 

固定資産除却損      20,819千円 

投資有価証券売却損   4,000千円 

投資有価証券評価損   1,855千円 

関係会社株式売却損  40,000千円 

関係会社株式評価損  48,896千円 

商品廃棄損失        12,523千円 

※４.特別損失のうち主要なもの 

関係会社株式売却損 502,615千円 

投資有価証券評価損 218,714千円 

貸倒引当金繰入額   267,274千円 

関係会社事業損失引当金繰入  

                    89,399千円 

商品評価損         140,708千円 

投資事業組合投資損失     

503,468千円 

事業整理損       131,570千円 

 ５.減価償却実施額 

有形固定資産         5,860千円 

無形固定資産         7,970千円 

投資建物               150千円 

５.減価償却実施額 

有形固定資産          3,552千円 

無形固定資産          3,505千円 

投資その他の資産    2,674千円 

５.減価償却実施額 

有形固定資産       11,641千円 

無形固定資産       11,174千円 

投資その他の資産   11,212千円 
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（中間株主資本等変動計算書関係） 

当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 前事業年度末株式数 

（千株） 

当中間会計期間増加

株式数（千株） 

当中間会計期間減少

株式数（千株） 

当中間会計期間末株

式数（千株） 

普通株式（注） 18 0 － 18 

合計 18 0 － 18 

（注）当中間期において単元未満株式の買取りにより普通株式の自己株式が200株増加しております。 

 

（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。 

 
（有価証券） 

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

りません。 

 

（１株当たり情報） 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（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         32円66銭 

１株当たり中間純損失金額   39円60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        27円63銭 

１株当たり中間純損失金額    2円62銭 

 

同左 

 

１株当たり純資産額          30円24銭 

１株当たり中間純損失金額    41円99銭 

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額については、ストックオプシ

ョンの権利付与及び新株予約権の権利付

与を行っておりますが、１株当たり当期

純損失を計上しているため、記載してお

りません。 

 

(注) １株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 

至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

中間（当期）純損失(千円) 1,839,764 194,445 2,344,528 

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) 
1,839,764 194,445 2,344,528 

期中平均株式数(千株) 46,464 74,312 55,834 
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（重要な後発事象） 

 

 

７．その他 
該当事項はありません。 

 

前中間会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

当中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１．当社は、平成18年10月13日開催の取

締役会において、半導体・LCD事業の撤

退に伴い、当社の在韓子会社である
VL・ATEC株式会社を、平成18年10月13

日付で解散することを決議いたしまし

た。その詳細については、連結財務諸
表における「重要な後発事象」に記載

のとおりであります。 

                １．平成19年４月18日開催の当社取締役

会の決議に基づき、当社完全子会社で

ある㈱バズスタイルの定款変更と第
三者割当割当増資を行いました。その

詳細については、連結財務諸表におけ

る「重要な後発事象」に記載のとおり
であります 

２．当社は、平成18年10月13日開催の取
締役会において、固定資産の譲渡を決

議いたしました。その詳細については、

連結財務諸表における「重要な後発事
象」に記載のとおりであります。 

  

３．当社は、平成18年11月10日開催の取

締役会において、第三者割当による新

株式発行を行うことを決議いたしまし

た。その詳細については、連結財務諸

表における「重要な後発事象」に記載

のとおりであります。 

  

４．当社は、平成18年11月10日開催の取

締役会において、第三者割当による無

担保転換社債型新株予約権付社債の発

行を行うことを決議いたしました。そ

の詳細については、連結財務諸表にお

ける「重要な後発事象」に記載のとお

りであります。 

  

５．当社は、既存事業拡大・事業基盤強

化のためのM&Aの効率的・機動的展開、

資金投入した企業およびグループ会社

の価値向上・維持の遂行、内部統制組

織の更なる強化とグループ管理部門の

合理化、財務体質の改善を目的として、

平成18年11月10日開催の取締役会にお

いて、平成18年12月2日をもって、株式

交換により、株式会社アガットコンサ

ルティングを当社の完全子会社とする

ことを決議し、同日付で同社との間で

株式交換契約書を締結いたしました。

なお、平成18年11月11日開催の株式会

社アガットコンサルティングの臨時株

主総会において、本件株式交換が承認

されました。詳細については、連結財

務諸表における「重要な後発事象」に

記載のとおりであります。 

  




