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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）          （百万円未満切捨て） 

（１）連結経営成績                                                  （％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 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年3月期 1,913 △7.7 △298 ― △345 ― △580 ― 

1 9年3月期 2,072 △35.9 △572 ― △700 ― △2,219 ― 
 
 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

  円 銭  円  銭  ％ ％ ％ 

20年3月期 △7 81  ― △31.4    △13.2   △15.6   

1 9年3月期 △39 74  ― △96.8    △23.4   △27.6   

(参考)  持分法投資損益     20年３月期   △64百万円  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 

 百万円 百万円 ％ 円 銭 

 20年3月期 2,667 1,620 58.4 21 80 

1 9年3月期 2,556 2,197 83.9 28 87 

 (参考)  自己資本     20年３月期  1,557百万円     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 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

20年3月期 △755    172    253    991     

1 9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） 
第１ 

四半期 
中間期末 

第３ 

四半期 
期末 年間 

配当金

総額 

（年間） 

配当性

向 

（連結） 

純資産

配当率 

（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

19年3月期 － － － － － － 0 00 0 00 ― ― ― 

20年3月期 － － － － － － 0 00 0 00 ― ― ― 

21年3月期 

（予想） 
－ － － － － － 0 00 0 00 ― ― ― 

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年中間期増減率） 

 
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 ％ 

第２四半期連結

累計期間 
1,033  18.5 △95  48.9 △59  73.4 △92 51.7 △0  86 66.5 

通 期 2,682  40.2 87  129.2 130  137.7 24 104.3 0  34 104.4 
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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）   有 ・ 無 

新規 １社（社名 韓国 Your Capitａl .,Limited (以下「ユア・キャピタル社」） 
（注）詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
（２）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（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 ・ 無 
② ①以外の変更            有 ・ 無 

（注）詳細は、27ページ「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」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）  20年３月期 74,330,896株  19年３月期  74,330,896株 
② 期末自己株式数               20年３月期    19,479株  19年３月期     18,679株 
（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、46 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．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 
（１）個別経営成績                          （％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 

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円    ％ 

459     △27.0   
629     △59.7 

百万円    ％ 

△278       －    
△492       － 

 百万円   ％ 

  △254        －   
△520        －   

百万円   ％ 

△655        － 
△2,344        － 

 
 １株当たり 

当期純利益 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 
 20年３月期 
19年３月期 

円    銭 

△8    82 

△41    99 

円    銭 

－    

－    

 
（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 

 
20年３月期 
19年３月期 

百万円 

1,820   
2,569   

百万円 

1,615   
2,271   

％ 

87.4   
87.5   

円   銭 

   21    41    
30    24    

 (参考)  自己資本     20年３月期  1,591百万円   19年３月期  2,247百万円 
 
 
２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年中間期増減率） 

 
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 ％ 

第２四半期

累計期間 
121  △47.9  △108 26.7 △91 36.1 △92 52.3 △1  25 96.2 

通 期 336  △26.9  △179 36.0 △142 43.5 △144 78.0 △1  92 95.4 

 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本
資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性が
あります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の４ページを参
照してください。 

 

 



㈱バーテックス リンク (9816) 平成20年３月期決算短信 

- 3 - 

 

2. 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、原油、原材料等の資源関連価格の高騰及びアメリカのザブプライムローンを発端とした欧米

での金融機関の不安要因等を受けて、個人消費の落込み等による景気後退が懸念される状況下において、中国・インド・

ブラジル・ロシア・南アフリカを中心とする新興地域では経済成長率が１０％を超えており、自動車等を中心とした消費拡大

傾向が持続して今後も世界経済のけん引役を担っていくことが見込まれる状況であります。 

一方、我が国経済は、製造業を中心に企業業績は堅調に推移しておりますが、原油高の影響による消費材等の値上が

りと年金問題など国民生活に大きな影響を与える課題が増大してきており、個人消費の低迷も続いていることから、我が国

経済の見通しは、企業の業績も含めて低下傾向にあるとの観測がなされております。 

 

（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関連会社)は、過去の投資活動で生じ

た不採算事業の整理とＩＴ関連の製品販売事業を中心とした不採算事業の見直しを行ない、事業会社としての採算性を確

立するために固定費削減にも注力し、経営体質のスリム化を実行いたしました。また今後の経営再建に向けた手立てとし

て、当社グループの中心事業を形成すべく、企業再生支援・投融資関連事業の拡大に備えた体制を構築するため、投資

先の選別と新規事業展開を進めてまいりました。この結果、当連結会計年度の業績は、売上高で 1,913 百万円(前年同期

比 159百万円減少)、営業損失 298百万円(前年同期比 273 百万円減少)、経常損失 345 百万円（前年同期比 355百万円

減少）、当期純損失 580 百万円(前年同期比 1,638 百万円減少）と減収、増益となりました。 

     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170百万円、

減損損失が 124 百万円、過去の事業からの撤退に伴う事業整理損が 31 百万円、その他の特別損失 78 百万円となり、特

別損失の計上額合計で 405 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関連事業のうちネットワークセキュリティ事業につきましては、当事業の合理化及び既存顧客の競合製品への乗り

換え等により、売上高は当初予想よりも減少いたしました。一方でセキュリティコンサルティング事業つきましては、前連

結会計年度において収益の見込みが立たない状況にあったことから、当連結会計年度において事業を整理するに至り

ました（当該事業を担っていた株式会社バーテックスリンクコンサルティングの株式譲渡につきましては、平成 19 年 7 月

18 日に開示した「子会社株式・新株予約権の譲渡」に関するお知らせ」を参照ください）。 

VOD(ビデオ・オン・デマンド)事業に関しましては、単なるＶＯＤ機器メーカーとしての当社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、平成 19年 3月にコンテンツ供給能力及びコンテンツ配信システム供給能力

を有する株式会社シーサイド（旧社名：株式会社バズスタイル）を完全子会社し、当該事業ドメインのシナジー効果を発

揮させる体制を構築いたしました。しかしながら、市場の競争激化や旧製品の不具合の発生等により当初予想していた

効果が発揮されるには至らず、また当社グループとして当該事業の方向性を詳細に検討した結果、平成 20 年 4 月をも

って株式会社シーサイドの株式を売却することといたしました（株式会社シーサイドの株式譲渡につきましては、平成 20

年４月 16 日に開示した「連結子会社の移動（譲渡）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 440 百万円（前年同期比 520 百万円減少）、営業損失は 132 百万円（前年

同期比 143 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、新たな事業の立ち上げと収益の拡大を目的として、平成 19 年 7 月

に韓国の消費者金融事業者である Your Capital Co.,Limited.（以下「ユア・キャピタル社」）を連結子会社化し、平成 20

年 1 月に株式会社バーテックスリンクデジタルデザイン（現社名：日本キャリア・パートナーズ株式会社、以下現社名を用

いて記述）の事業目的を変更し人材紹介事業を新規事業として立ち上げました。これにより、株式会社アガットコンサル

ティング及び株式会社ブイ・エル・アール（現社名：Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社、以下現社名を用いて記

述）とともに当社グループの主要事業の一つである企業再生支援・投融資関連事業を当社グループの収益に貢献でき

るよう体制を整備いたしました。 

業績面においては、企業再生支援事業につきましては、企業再生支援案件等の受注が好調であり、また会計

業務支援事業についても堅調に推移していることから、当初予想どおり売上高271百万円を達成いたしました。

一方 M&A支援事業につきましては、事業支援の体制整備等に時間を要した点や当社グループのノウハウ蓄積の

観点から各種調査や検証・確認・調整等についてある程度まで詳細に対応してきた点などの影響により、現在
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のところ収益拡大に顕著に貢献するには至りませんでした。また投融資関連事業につきましては、世界経済の

動向から伸びの鈍化はみられるものの、ユアキャピタル社が引き続き収益獲得に貢献しておりますが、ユアキ

ャピタル社の貸付資金調達の遅れにより前回予想を下回る結果となりました。 

    この結果、企業再生支援・投融資関連事業における売上高は 611 百万円（前年同期比 525 百万円増加）、営業利益

は 138 百万円（前年同期比 139 百万円増加）となりました。 

 

③ロジスティックマネジメント事業 

ロジスティックマネジメント事業につきましては、前連結会計年度より重点的に営業強化に努めておりましたアミ

ューズメント業界において、金融不安等による資金調達難の影響を受け販売促進費を大幅に見直す企業が多く、

また販売促進費の大半を占める印刷物について原油高の影響から材料費が値上がりするなどマイナス要因が重

なる悪条件のもと、業種や規模の大小を問わず徹底した受注活動を展開した結果、これが奏功し、ロジスティック

マネジメント事業における売上高は 937 百万円（前年同期比 129 百万円減少）、営業利益 4 百万円（前年同期比 94 百

万円減少）となりました。 

今後同事業においては、キャンペーン事務局業務の一括受託や WEB制作を絡めた新規サービスの提案など、

付加価値が高くかつ顧客ニーズに合致した提案を推進することにより、取引先企業の業種の分散化やサービス

の拡充等新たな収益基盤の確立に向けた準備を進めております。また、平成20年3月19日付にて開示いたし

ました「連結子会社の合併に関するお知らせ」に記載のとおり、当社グループにて同事業を担う連結子会社で

ある株式会社ジオブレインとコンテンツ・メディア・ミックス株式会社とを合併することとし、それぞれが保

有するノウハウを基に、顧客ニーズに即応できる体制と企画から制作・運用・物流までを一貫してプロデュー

スできる体制を構築し、他社との差別化を図ってまいります。 

 

（２）次期の見通し 

   当社グループは、成長戦略を描ける事業に対して積極的な経営資源の投入を行うこととし、効率的な事業展開を図ると

ともに、競合先の寡占化が進み技術革新における競争力が劣るなどの理由により事業展開が難しい事業については、将

来的な見通しも含めてノウハウ等をもって検証を加え、採算性向上に最大限の注意を払いつつ魅力あるグループ経営を

遂行してまいります。 

 

①IT 関連事業 

ネットワークセキュリティ事業につきましては、当社のソリューション事業部を中心に展開しており、当面の収益性が期

待される事業部門として、ＵＲＬフィリタリングソフト、コンテンツセキュリティソフトの販売などソフトウェア供給先の米国セ

キュアコンピューティング社及び平成 19 年 3 月に資本・業務提携した株式会社ディアイティとの連携強化により、売上の

安定的な確保を図ってまいります。また、既存顧客へのサービスの充実とセキュリティ事業の企画・技術導入後のサポー

トを積極的に行いない、売上高の増大を目指してまいります。 

商品開発ＯＥＭ・ODM 事業(注)につきましては、取引先との商品企画の連携強化と委託先との原価低減を進めること

により、個別商品の付加価値の向上に努めるとともに、受注単位による製造を行い、商品在庫を保有しない販売事業を

推進し、かつ効率的な営業を行い売上高と収益確保を目指してまいります。 

VOD 事業につきましては、先に述べたとおり、株式会社シーサイドの株式を同社従業員及び同業他社に譲渡するこ

とにしたため、同社は次連結会計年度より連結から外れ、当社も同事業には取り組まない方針であります。 

 

ＩＴ関連事業の見通しにつきましては、以下のとおり予想しております。 

＜業績見通し＞   売上高     264 百万円（前年同期比 176 百万円減）※ 

             営業利益     42 百万円（前年同期比 174 百万円増）※ 

      ※上記売上高及び営業利益はセグメント間の内部売上及び利益を含みます。 

 

②企業再生支援・投融資関連事業 

Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社は、企業再生支援業務を構築していくために、前期後半より組織の充実と

専門知識を持った人材の投入により機動的な体制整備を行い、本格的な事業承継及び経営再建を目指す企業へのＭ

＆Ａ仲介の推進と経営再生可能な事業会社への資金調達支援等を含めた経営管理コンサルティング事業の推進を行

ってまいります。また同社は、当社の投資事業に伴う企業買収及び事業提携等に関する対象先の調査・選定及び仲介、

並びに将来的には投資先へのキャピタルゲインを得るための事業会社の売却の仲介等に関する業務を担うとことも期待

しております。 

    株式会社アガットコンサルティングは、会計業務に関する専門家集団としての企業への会計制度の整備及び内部統

制整備・内部監査等のコーポレートガバナンスに関する業務のコンサルティング事業とＭ＆Ａグローバル・パートナーズ
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株式会社との連携による企業再生支援事業に係る経営管理機能整備コンサルティング事業を推進するとともに、財務・

会計及び人事労務・総務業務などの管理機能のアウトソーシング受託など、管理部門のワンストップサービスを提供する

事業を展開することにより、クライアントに対して付加価値の高いサービスを提供する事業を推進しております。またアウ

トソーシング事業会社として、当社グループの経理業務を始めとした管理業務を同社に委託することにより、管理コストの

低減と統一化した業務処理を行うことで当社グループの事務処理の一層の効率化を図ります。今後も当社グループへ

の新規参画がある都度、当該業務を同社に委託する方針です。 

    日本キャリア・パートナーズ株式会社は、公認会計士・税理士・社会保険労務士・中小企業診断士等の専門職と経理・

人事労務・総務・法務業務を中心とした実務キャリアを有する人材の紹介事業を行ってまいります。同社は今後ますます

流動化が進む人材ビジネスの需給調整機能を担う会社として、Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社及び株式会

社アガットコンサルティングとのシナジー効果も期待できると考えています。また同社は、当社グループの規模拡大に伴

う経営幹部クラスの人材の確保にも活用していく予定です。 

    ユア・キャピタル社については、安定して収益を確実の期待できる事業会社として、今後も当会社への貢献度が高まっ

ていくものと考えており、資本の充実を図るとともに内部統制機能の充実化を推進することで更なる収益拡大のチャンス

を獲得していきたいと考えております。 

 

企業再生支援・投融資関連事業の業績見通しにつきましては、以下のとおりを予想しております。 

＜業績見通し＞   売上高    1,300 百万円（前年同期比 689 百万円増）※ 

             営業利益    270 百万円（前年同期比 131 百万円増）※ 

※上記売上高及び営業利益はセグメント間の内部売上及び利益を含みます。 

 

③ロジスティックマネジメント事業 

株式会社ジオブレインとコンテンツ・メディア・ミックス株式会社においてクロスメディアプロモーション事業とセールスプ

ロモーション事業を展開しております。クロスメディアプロモーション事業につきましては、企画力・提案力が要求されるた

め、積極的な採用活動により好適な人材を確保することができ、事業体制の充実を図ることができました。これにより、新

規取引先獲得のための攻勢と、既存顧客への深掘深耕による営業活動が展開可能となったことから、今後は売上の拡

大増進と高付加価値サービスの提供による一層の収益獲得を推進してまいります。 

セールスプロモーション事業につきましては、既存顧客先の売上に占める割合が大きく、顧客の動向に業績の影響を

受け易い体質となっていることから、既存顧客によらない事業基盤を獲得しあわせて事業体質を強化するために各種施

策を手がけてまいります。具体的には、メーリング機能を充実させた小規模企業向けのサービスを展開するなどして売上

の拡大を図り、また既存顧客に対しては営業担当者の提案力の向上と情報共有化による顧客サービスの充実に努めて

まいります。 

上記対応に加えまして、既に述べたとおり、平成 20 年 10 月に予定している株式会社ジオブレインとコンテンツ・メディ

ア・ミックス株式会社との合併により、事業体制の一層の強化を図っていく予定です。 

 

ロジスティックマネジメント事業の業績見通しにつきましては、以下のとおりを予想しております。 

＜業績見通し＞   売上高    1,236 百万円（前年同期比 299 百万円増）※ 

          営業利益     66 百万円（前年同期比 61 百万円増）※ 

※上記売上高及び営業利益はセグメント間の内部売上及び利益を含みます。 

 

④その他事業 

当社の持分法適用関連会社である株式会社エー・エム・テクノロジーが保有する複合部材事業が主な事業です。当

該事業は研究開発型の事業であり、複合部材の量産化技術がいまだ未成熟であることから、量産にまで至っておらず、

投資に見合った効果が発揮されていないのが現状です。同社が開発した複合部材については、自動車等の車輌業界

や特殊素材を必要とする金型用金属製品業界においては高い評価を得ていますが、同事業の採算性を確保するため

には、同社に対して量産化に関する技術支援が必要であると考えております。 

当社としては今後、当社の連結子会社である株式会社エー・エム・コンポジットの複合部材販売事業と併せて、同事

業の方向性について、当社グループの関与の方法や同事業の継続性も含めて、さらに詳細に検討を加え今後の対応

を明確化していく方針であります。 

 

以上により、通期の連結業績の見通しとしては、当社の管理部門経費 259 百万円を含めて以下のとおりに予想しており

ます。 
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＜業績見通し＞ 

売上高 2,682 百万円（前年同期比 769 百万円増） 

営業利益 87 百万円（前年同期比 386 百万円増） 

経常利益 130 百万円（前年同期比 475 百万円増） 

当期純利益 24 百万円（前年同期比 605 百万円増） 

 

(注意) 上記予測数値は、現時点で入手可能な情報に基づいて算出しておりますが、 

多分に不確定な要素を含みますのであらかじめご承知おきください。 

 

（３）当期中において調達した資金の使途実績と次期以降の資金使途予定 

当期においては、国内グループ会社は資金調達はいたしておりません。保有資金より主にユア・キャピタル社に対する

株式取得 30 百万円・新株予約権付社債 200 百万円・社債 100 百万円の計 330 百万円を投資いたしました。株式会社シ

ーサイドの増資による株式取得 50百万円及び子会社に対する貸付金として、株式会社ジオブレインへ運転資金として 30

百万円、Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社へ運転資金として 50 百万円の計 80 百万円を貸付いたしましたので、

合わせて 460 百万円の資金使途となりました。 

    次期以降につきましては、保有資金より日本キャリア・パートナーズ株式会社への運転資金の貸付 50 百万円、ユア・キ

ャピタル社への追加投資 100 百万円を予定しております。 

  韓国企業であるユア・キャピタル社は、同国の消費者金融事業の成長性が高く、当期におきましても当社よりの社債

300 百万円の引受けと同様に、銀行借入等による資金調達約 600 百万円をしております。次期につきましても、当社よりの

追加投資 100百万円を含めて銀行借入等 500百万円を見込んだ事業計画を策定し、収益の大幅な増進を見込んだ資金

需要を予定しております。 

保有資金の使途については、グループ経営として当社の業績回復に確実に貢献できる事業を厳しく選別する方針であ

りますので、次期につきましても新規の資金調達は予定しておりません。 

 

 

 

（注）OEM(オーイーエム)とは、相手先ブランドによる製造のことをいいます。一般には、販売力はあるが生産能力がない会社と生産力は

あるが販売力が弱い会社間で相互補完的に行われる取引です。ODM(オーディーエム)とは、OEM をさらに進化させて、相手先ブラ

ンドにより設計から製造までを手がけることをいいます。 
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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 111 百万円増加し 2,667 百万円、自己資本は 587 百万円

減少の 1,557 百万円となり、自己資本比率は 58.4％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 434 百万円の減少、売掛債権が 123 百万円の減少、商品在庫等が 61

百万円の減少となりましたが、営業貸付金が 976 百万円増加したため、前連結会計年度と比べ 441 百万円増加の 2,283

百万円となりました。 

固定資産は、主に投資有価証券が評価損等の計上により 258 百万円の減少となり、前連結会計年度と比べ 330 百万円

減少の 383 百万円となりました。 

流動負債は、主に買掛金が 36 百万円減少し、116 百万円となりましたが、短期借入金等の 400 百万円増加に伴い、前

連結会計年度と比べ 345 百万円増加の 669 百万円となりました。 

    固定負債は、長期借入金が 255 百万円増加し、社債が 92 百万円増加したことにより、前連結会計年度と比べて 342 百

万円増加の 378 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、前連結会計年度に比較して313百万円減少(前年同期比24.0％減少)し、当連

結会計年度末の残高は991百万円となりました。 

 

（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減少は、755 百万円(同 268 百万円減少)となりました。この主な内容は、

営業貸付金の 536 百万円の増加、税金等調整前当期純損失 521 百万円の計上及び仕入債務 47 百万円の減少による

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増加は、172百万円（同 391百万円増加）となりました。この主な内容

は、投資有価証券の売却による収入 150 百万円、営業保証金の返還収入 18 百万円によるものです。 

（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、253 百万円（同 1,461百万円減少）となりました。この主な内

容は、ユア・キャピタル社の借入金調達による収入 535 百万円及び社債発行による収入 108 百万円によるものです。 

 

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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 

自己資本比率 (％) 89.0 71.2 83.9 58.4 

時価ベースの自己資本比率 (％) 188.6 126.1 127.8 52.9 

債務償還年数 (年) ― ― △4.9 △1.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 2,473.2 370.3 

・自己資本比率：自己資本／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 

・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すべ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．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、総合的な見地から

決定する所存です。 
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４．事業等のリスク 

当社グループの事業等に関し、経営成績、株価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

ありますが、ここに掲げられている項目に限定されるものではありません。 

 

（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、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 

（２）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、

予定どお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。 

 

(3)海外での事業活動 

当社グループ企業のユア・キャピタル社は、投資関連事業として韓国において消費者金融事業を行っております。海

外での事業活動においては、次に掲げるリスクが考えられ、これらの事象が発生した場合には、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。 

①経済情勢や競合他社の活動状況 

②予測しえない法律や規則の施行・制定、租税制度の変更 

③テロ、デモ、戦争等による社会的混乱 

④不利な政治的要因の発生 

⑤通貨価値の変動、為替相場の変動 

 

（４）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昨今の個人情報を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、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当該漏洩事件に対応するため発生する費用

等により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

 

 



㈱バーテックス リンク (9816) 平成20年３月期決算短信 

- 9 - 

3. 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な事業と

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。 

 

［事業の内容］ 

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・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、パソコン用内蔵電 

源装置 

・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 

VertexLink（Asia）Limited（香港） 

㈱シーサイド 

企業再生支援 

・投融資関連事業 

・企業再生支援（Ｍ＆Ａ仲介、資金調達仲介、再

生コンサルテイング）事業 

・会計等業務アウトソーシング事業 

・人材紹介事業 

・その他投融資関連事業 

M&Aグローバル・パートナーズ㈱ 

㈱アガットコンサルティング 

Your Capital Co.,Limited（韓国） 

日本キャリア・パートナーズ㈱ 

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．前連結会計年度において当社の連結子会社であった株式会社バーテックスリンクコンサルティングは、平成19年７月に

同社の全株式を売却したため、関係会社ではなくなりました。 

２．前連結会計年度において持分法適用関連会社であった株式会社エンティスは、財務、営業及び事業の方針の決定へ

の影響が弱まったため、関係会社ではなくなりました。 

３．前連結会計年度において当社がIT関連事業の一つして取り組んでいた接骨院レセプトシステム事業は、財務、営業及

び事業の方針の決定への影響が弱まったため、平成20年２月に事業譲渡しました。 

４．前連結会計年度においてIT関連事業に分類していた株式会社バーテックスリンクデジタルデザインは、人材紹介事業

を行うため、平成20年１月に定款変更を行い、事業区分を企業再生・投融資関連事業に変更し、また平成20年５月１日

付にて日本キャリア・パートナーズ株式会社に商号変更しております。 

５．当連結会計年度において当社の連結子会社であった株式会社シーサイドは、平成20年４月に同社の株式の88%を売

却したため、次連結会計年度から関係会社ではなくなります。 

６．当連結会計年度において当社はYour Capital Co.,Limited（韓国）の株式を平成19年７月に取得し、企業再生支援・投

融資関連事業を事業区分とする関係会社（連結子会社）としました。 

７．平成20年４月に株式会社ブイ・エル・アールの定款変更を行い、平成20年５月１日付にてＭ＆Ａグローバル・パートナ

ーズ株式会社に商号変更しております。 

８．株式会社ジオブレインとコンテンツ・メディア・ミックス株式会社とは、平成20年10月をもって株式会社ジオブレインを存

続会社とする吸収合併を行う予定です。 

 

 

 

 

 

 



㈱バーテックス リンク (9816) 平成20年３月期決算短信 

- 10 - 

２．事業の系統図 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ to Ｂ 

ビジネス分野 

Ｂ to Ｃ 

コンシューマ分野 

当社 
（当社オリジナル 

企画・サービス・ 

技術を付加） 

ＩＴ先端技術・ 

製品・情報を有する企業 

顧客 

(企業・個人) 

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） 

・Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ㈱ 

・㈱アガットコンサルティング 

・Your Capital Co.,Limited（韓国） 

・日本キャリア・パートナーズ㈱ 

企業再生支援・ 

投融資コンサルティング・ 

人材紹介 

アライアンス 

事業 

仕入・販売 

顧客企業 

ＩＴ関連事業 

（連結子会社） 

・Vertex Link  

(Asia)  Limited 

・㈱シーサイド 

アライアンス事業 

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 

アライアンス 

事業 

販売 販売 

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 
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３．関係会社の状況 

 

 

名称 

 

住所 

資本金 

又は 

出資金 

 

主要な事業の内容 

      （注）1 

議決権の 

所有割合 

（％） 

 

関係内容 

 

摘要 

（連結子会社）       

Vertex Link 

（Asia）Lirnited 

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  

株式会社シーサイ

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） 
100 

・役員の兼任あり 

（注）３ 
（注）４ 

Ｍ＆Ａグローバル・

パートナーズ株式

会社 

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）３ 

（注）５ 

株式会社アガットコ

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  （注）７ 

Your  

Capital 

Co.,Limited 

韓国 

ソウル市 

百万ウォン 

468 

企業再生支援・投融資関

連事業 
42.7 

・役員の兼任あり 

・資金投融資あり 
（注）７ 

日本キャリア・パー

トナーズ株式会社 

東京都 

千代田区 

千円 

10,000 

企業再生支援・投融資関

連事業(人材紹介事業) 
100 

・役員の兼任あり 

・資金貸付あり 

（注）３ 

（注）６ 

株式会社 

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）３ 

（注）７ 

コンテンツ・ 

メディア・ミックス 

株式会社 

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） 

52.5 

（52.5） 

・役員の兼任あり 

（注）３ 
（注）２ 

株式会社 

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）３ 

 

（持分法適用 

関連会社） 
      

株式会社 

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） 

31.0 

(16.7) 

 

 
（注）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、間接所有割合で内数であります。 

３．当社の賃貸借物の一部を事務所用として転貸しております。 

４．株式会社シーサイドは、同社の株式売却に伴い次連結会計年度より連結の範囲から除外され、併せて役員の兼任もなくな

ります。 

５．M&Aグローバル・パートナーズ株式会社は平成20年５月をもって株式会社ブイ・エル・アールから商号変更いたしました。 

６．日本キャリア・パートナーズ株式会社は平成20年５月をもって株式会社バーテックスリンクデジタルデザインから商号変更し、

事業の種類別セグメントも平成20年４月より企業再生支援・投融資関連事業に変更し人材紹介事業を行います。 

７．株式会社ジオブレイン、株式会社アガットコンサルティング及びユア・キャピタル社については、売上高（連結会社相互間の

内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が 10％を超えております。 
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主要な損益情報等 

 

（単位：千円） ㈱ジオブレイン 
㈱アガット 

コンサルティング 
ユア・キャピタル社 

(1) 売上高 768,606 271,362 337,827 

(2) 経常利益 22,017 15,463 77,364 

(3) 当期純利益 △4,807 1,908 48,975 

(4) 純資産額 33,050 37,884 25,308 

(5) 総資産額 215,119 94,294 1,121,984 
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４．経営方針 
 
１．会社の経営の基本方針 

当社グループは、株式会社バーテックスリンクにおいてＩＴ関連事業としてネットワークセキュリティ事業及び商品開発

OEM・ODM事業を展開しており、M&Aグローバル・パートナーズ株式会社、株式会社アガットコンサルティング、日本キャリ

ア・パートナーズ株式会社及びYour Capital Co.,Limitedにおいて企業再生支援・投融資関連事業を展開しており、また株

式会社ジオブレイン及びコンテンツ・メディア・ミックス株式会社においてロジスティックマネジメント事業を展開しております。

各事業はそれぞれ連携してシナジー効果を発揮させるべく事業運営を行っております。 

    当社は、平成 18 年 9 月より経営体制を一新し、過去の投融資事業を含めて事業全般の評価・見直しを行い不採算事業

からの撤退、事業再編並びに子会社の整理及び処分等を迅速かつ的確に推進することにより、健全な経営を遂行し得る

水準まで到達しつつあります。 

また当社は、当社を取り巻く外部環境・経済状況の変化（例えば、ＩＴ技術の進歩やグローバル化に伴うさまざまな連鎖、

通貨のコモディティ化、我が国の競争力の相対的な低下など）に即応すべく、変化に対応し得る企業風土の醸成、組織体

制の整備及び経営の高度化の推進等、当社グループがかかわる事業の新陳代謝を促進しつつ、サスティナブルな(持続

可能な)収益力を保持する体制、即ち当社グループのあるべき姿を明確に描きながら今後の経営を進めていく所存です。 

    当社グループが当期より掲げる新しい経営方針、コーポレートステートメント及び新経営理念を以下に示します。 

 

＜コーポレートステートメント＞ 

「Creating a new business platform for our next generation」 

（新たなビジネスプラットフォームを創造し、次世代に継承する） 

 

上記コーポレートステートメントに従って、次の経営理念を掲げて経営を執行してまいります。 

① 企業活動を通じて日本経済の強靭さを次世代に継承する。 

② 従業員が誇りを持てる企業活動を展開する。 

③ 社会貢献を前提としたコアコンピタンスを創造する。 

④ 企業再生ビジネスを通じて社会のセーフネット化を図る。 

また、上記経理理念に基づいて、ビジネス領域を以下のとおりに位置付けて収益力を強化してまいります。 

① 同質・類似の社会性を有する地域へ、日本で成功したビジネスモデルを移植する。 

② 日本より先行する海外ビジネスモデルを移植しうる可能性を研究、改良の上で事業化する。 

 

当社は、先に述べた３つの事業セグメントのさらなる強化・伸張を図り、通常の事業活動の強化はもちろんのこと、管理

部門によるサポート体制やチェック機能の拡充などグループ全体の成長に向けた施策を講じてまいります。 

これらの事業活動を高いレベルで遂行することにより、当社グループを取り巻くさまざまなステークホルダーの皆様と

その価値を分かち合うことのできる企業グループを目指し、ひいては社会に貢献してまいります。 

 

２．目標とする経営指標 

当社グループは、株主利益を重視する観点から、中長期的な最重要課題として、連結株主資本利益率（ROE） 10％を

確保すべきと考えております。ROE10%達成の前提として、当面の具体的な目標は、長きに亘り経常化している赤字体質の

早期脱却にあると考えております。そのうえで、前述した経営方針を達成できるよう精緻かつ積極的な事業展開を行い、好

適な収益構造の構築と管理体制の強化によるグループ経営管理を推進することにあると考えております。 

 

３．中長期的な会社の経営戦略と目標 

当期中間期以降「高収益事業の育成と収益体質への転換」を実践することを最優先課題として取り組むこととし、不採算

事業の整理や投資、事業再編等を引き続き強力に推進してまいります。また、前述したグループ経営の根幹であるコーポ

レートステートメントや経営方針、経営理念を周知徹底し従業員の理解を深める活動を行い、関連規則・規程等の改定を

通じて経営管理体制も併せて強化していく予定です。 

次期以降の課題として、当社グループは、業績回復と財務体質の改善を実現するために、当社グループのセグメント別

の管理責任を明確化し、各関係会社単位での売上目標達成と管理コストの低減による収益体質への転換を図り、新規事

業の立上げによる早期の収益確保を推進していく必要があると考えており、その達成に向けてグループ一丸となって取り

組んでまいります。 

なお、財務体質を改善するために、関係会社での投資活動は早期の収益獲得を前提として許容される範囲までとし、新

規事業につきましても業績見込みを徹底的に検証して投資効果を最大限に発揮できる資金投入を行ってまいります。 

    グループ拡大のための M&A による事業会社への投資につきまして、上記経営理念に則りグループ間のシナジー効果が



㈱バーテックス リンク (9816) 平成20年３月期決算短信 

- 14 - 

有効に発揮できる場合に限り検討していく予定です。 

    各事業セグメントにおける具体的な戦略は以下のとおりです。 

  ①ＩＴ関連事業 

ネットワークセキュリティ事業につきましては、市場での競争激化は不可避な情勢ではあるものの、情報ネットワーク

社会を背景として各企業が情報管理を強化している傾向があることから、今後も継続的な安定収益が確保できるもの

と考えております。 

商品開発 OEM・ODM 事業につきましては、事業規模を縮小するとともに、海外での商品の製造を停止し、受注単

位を最小限に留め最小ロットでの受注生産とすることにより商品在庫を有しない方法で販売を継続する予定です。 

VOD事業につきましては、株式会社シーサイドの株式の一部（88%相当分）を他社等に譲渡したことから、当期以降

については、当社グループでは VOD 事業を行わない方針であります。 

  ②企業再生支援・投融資関連事業 

多様な業界再編・企業再編がさらに進んでいくものと考えております。そのなかで、企業再生支援事業につきまして

は、当該事業を今後の当社グループの中核事業と位置付け、事業継承等における M&A仲介事業、企業の分社分割

等の再編支援コンサルティング事業、企業再生に関する対する経営管理等の支援コンサルティング事業、再生企業

への資金調達支援コンサルティング事業、ミドルオフィスやバックオフィスの専門家の人材紹介事業及び企業の管理

部門のアウトソーシング事業等について、各関係子会社どうしの有機的な連携を図ることにより、顧客に対して機会損

失のないワンストップサービスを提供することとし、収益拡大をさらに推進したいと考えております。 

    投融資関連事業につきましては、ユア・キャピタル社の事業拡大に伴う資金調達に関する要請に基づいて資金投資

を行う予定でありますが、今後は資金効率面及び資金投資メリット等を十分検証した上で、より効果的な事業投資を

行ってまいります。 

  ③ロジスティックマネジメント事業 

本事業につきましては、従来のロジスティックを中心したサービスに、付加価値の高いセールスプロモーションにシ

フトした営業展開を遂行するための組織の見直しと専門要員体制を構築し、新規顧客に対して人員を投入し、かつ取

引対象を絞り込んだ受注サービスを実施してまいります。クロスメディアプロモーション事業につきましては、ウェブモ

バイルソリューションサービス及び紙媒体ロジスティックサービスを一貫した事業として行うことにより、顧客ニーズに密

着したサービスの提供を行い、かつ既存顧客への深掘深耕による売上拡大を推進し、新規提案による新規顧客の囲

い込み営業を展開してするなどして事業構造の転換を推進してまいります。 

 

４．会社の対処すべき課題 

当社グループは、経営再建を果たすべく種々の経営改革を実施してまいりましたが、過去の経営における問題点を徹

底的に見直したことにより、事業体制の縮小均衡化と収益構造の転換への体制構築を整えることが出来る水準までになっ

てきたものと考えております。 

これからは、経営を実態ベースでの収益を上げることが経営者の最大の使命であると考えて取組んで参るために、以下

の事項を実践してまいります。 

  ①グループ経営管理の強化 

当社は、グループ会社の経営成績による影響が大きいために、子会社を始めとした事業会社の経営実態の把握が重

要な要素となっております。グループの経営管理を強化するために、グループ会社の事業執行権限の見直しと業務報

告体制の整備・事業会社の管理体制の整備を行い、積極的な事業展開とコンプライアンス遵守の企業風土の確立及び

効率的な経営管理を実践してまいります。 

   ②経営資源の効率的な活用 

グループの経営資源を有効に活用するために、各子会社間の連携強化とグループシナジー効果を発揮すべく、グル

ープ幹部社員による情報交換・グループ情報の共有化・従業員研修等を実施し、人材育成と投資資金の有効的な活用

を推進してまいります。また、グループ間の資金管理の共通化等の検討及び営業情報の共有化によるグループ力を活

用した営業展開を実践してまいります。 

  ③M&A 及び外部事業会社との連携強化 

  今後のグループ拡張のためには、当社の経営理念等に則った事業会社の買収又は投資を目的とした事業会社の

経営等が必要であり、中長期的な方針として積極的な企業買収・事業連携等による投資事業部門の拡大による売上増

進と収益の飛躍的拡大を目指した経営を実践してまいります。 

  ④内部統制・コンプライアンス体制の構築 

会社法・金融商品取引法に基づいた内部統制の整備については、グループ会社を含めた業務プロセスにおけるフロ

ー化・文書化・可視化によるルール整備を進めていますが、ルールの実態運用が必要であるので運用体制の整備と要

員確保を行い、実務面に沿った内部管理とモニタリング実施・ＩＴ統制を実践してまいります。コンプライアンスにつきまし

ては、企業行動憲章・社員行動規範・個人情報保護方針を改訂・公開するとともに運用面においてもモニタリングの実
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施・倫理委員会での検証・社員研修による周知徹底を実践してまいります。 

 

５．内部管理体制の整備・運用状況 

平成 19 年６月に開示いたしましたコーポレート・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」に記載している事項と内容が重複しますので、記載を省略いたします。なお、内部統制に関する

整備については、前述のとおりに進めておりますので今後も内部管理の強化とコーポレート・ガバナンスにつきましては適

正な整備運用に努めてまいります。 

 

６．その他、経営上の重要な事項 

特記すべき事項はありません。 
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５．連結財務諸表等 
(1) 連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20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   1,305,517   870,583  

２．受取手形及び売掛金   404,552   280,927  

３．特定金銭信託   －   121,320  

４．たな卸資産   63,230   1,680  

５．営業貸付金 ※２  －   976,966  

６．繰延税金資産   7,751   －  

７．その他   83,446   100,612  

貸倒引当金   △22,325   △68,107  

流動資産合計   1,842,172 72.0  2,283,981 85.6 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物  23,079   19,496   

減価償却累計額  3,110 19,969  3,631 15,864  

(2) 車両運搬具  2,870   2,359   

減価償却累計額  2,598 272  1,609 749  

(3) 器具及び備品  79,074   56,836   

減価償却累計額  49,584 29,490  36,517 20,319  

有形固定資産合計   49,731 1.9  36,933 1.4 

２．無形固定資産        

(1) のれん   86,314   71,772  

(2) ソフトウェア   17,085   18,476  

(3) 電話加入権   2,654   2,654  

無形固定資産合計   106,054 4.1  92,903 3.5 

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※１  427,056   168,900  

(2) 長期貸付金   15,003   13,200  

(3) 破産更生債権等   184,418   －  

(4) 差入保証金 ※２  91,087   71,829  

(5) 長期未収入金   194,408   －  

   (6) 繰延税金資産     4,480   21  

(7) その他   20,020   5,541  

貸倒引当金   △377,766   △5,562  

投資その他の資産合計   558,707 21.9  253,929 9.5 

固定資産合計   714,493 27.9  383,766 14.4 

資産合計   2,556,666 100.0  2,667,748 100.0 
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前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成20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  152,952   116,312  

２．短期借入金 ※２  －   192,090  

３．１年以内返済予定長期 

  借入金 
  －   208,122  

４．未払法人税等   41,816   35,319  

５．賞与引当金   11,885   10,709  

６．その他   116,845   106,734  

流動負債合計   323,500 12.7  669,287 25.1 

Ⅱ 固定負債        

１．社債   －   92,001  

２．長期借入金   23,857   279,411  

３．退職給付引当金   7,499   649  

４．役員退職慰労引当金   1,351   3,048  

５．その他   3,050   3,350  

固定負債合計   35,758 1.4  378,459 14.2 

負債合計   359,258 14.1  1,047,747 39.3 

（純資産の部）        

Ⅰ 株主資本        

１．資本金   3,902,231 152.6  3,902,231 146.3 

２．資本剰余金   1,333,491 52.2  1,333,491 50.0 

３．利益剰余金   △3,090,185 △120.9  △3,640,348 △136.5 

４．自己株式     △2,828 △0.1  △2,844 △0.1 

株主資本合計   2,142,708 83.8  1,592,529 59.7 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額

金 
  140 0.0  △470 0.0 

２．為替換算調整勘定   2,676 0.1  △34,461 △1.3 

評価・換算差額等合計   2,817 0.1  △34,931 △1.3 

Ⅲ 新株予約権   25,800 1.0  23,800 0.9 

Ⅳ 少数株主持分   26,081 1.0  38,602 1.4 

純資産合計   2,197,407 85.9  1,620,000 60.7 

負債純資産合計   2,556,666 100.0  2,667,748 100.0 
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(2) 連結損益計算書 

  

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20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
（％） 

Ⅰ 売上高   2,072,932 100.0  1,913,213 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,493,358 72.0  1,204,859 63.0 

売上総利益   579,574 28.0  708,354 37.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,152,126 55.6  1,007,350 52.7 

営業損失   572,551 △27.6  298,996 △15.6 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息  12,500   7,074   

２．受取賃貸料  2,983   －   

３．雇用調整助成金収入  3,500   －   

４. 為替差益  －   9,962   

５．受取損害賠償金  －   3,000   

６．その他  12,917 31,901 1.5 2,326 22,362 1.2 

Ⅴ 営業外費用        

１．支払利息  196   1,251   

２．持分法による投資損失  107,989   64,108   

３．株式交付費  40,167   －   

４．賃貸資産費用  1,116   －   

５．その他  10,774 160,244 7.7 3,564 68,924 3.6 

経常損失   700,895 △33.8  345,558 △18.1 

Ⅵ 特別利益        

１．賞与引当金戻入益  16,744   －   

２．固定資産売却益 ※２ 18,030   9   

３．関係会社株式売却益  196,718   58,389   

４．持分変動利益  33,669   －   

５．前期損益修正益 ※７ －   122,840   

６．投資有価証券売却益  －   43,610   

７．事業譲渡益  －   3,000   

８．その他   220 265,383 12.8 785 228,635 12.0 

Ⅶ 特別損失        

１．固定資産売却損 ※３ 10,437   53   

２．固定資産除却損 ※６ 4,850   28,302   

３．投資有価証券評価損  198,093   170,106   

４．貸倒引当金繰入額  739,571   18,339   

５．営業投資有価証券評価損   447,262   －   

６．商品評価損  153,303   3,145   

７．事業整理損 ※４ 103,364   31,605   

８．減損損失 ※５ 88,543   124,684   

９. 商品廃棄損  －   21,698   

１０. その他  1,105 1,746,532 84.3 7,068 405,004 21.2 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20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
（％） 

    税金等調整前当期純損失   2,182,044 △105.3  521,927 △27.3 

法人税、住民税及び事業

税 
 34,940   34,631   

過年度法人税住民税及び

事業税の還付税額 
 －   △6,545   

法人税等調整額  △11,336 23,604 1.2 3,419 31,505 1.6 

少数株主利益   13,434 0.6  27,224 1.4 

当期純損失   2,219,083 △107.2  580,657 △30.3 

 
 

      

(3) 連結株主資本等変動計算書 

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（千円） 879,000 876,000   1,755,000 

株式交換による増加（千円）  119,500   119,500 

当期純損失（千円）   △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（千円）    △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）（千円） 
     

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（千円）      1,755,000 

株式交換による増加（千円）      119,500 

当期純損失（千円）      △2,219,083 

連結範囲の変更に伴う増減      54,639 

自己株式の取得（千円）      △106 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）（千円） 
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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当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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19年３月31日残高（千円） 3,902,231 1,333,491 △3,090,185 △2,828 2,142,708 

連結会計年度中の変動額      

当期純損失（千円）   △580,657  △580,657 

持分法適用会社減少による 

増加（千円） 

  30,494  30,494 

自己株式の取得（千円）    △16 △16 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）（千円） 
    － 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 

－ － △550,162 △16 △550,178 

平成20年３月31日残高（千円） 3,902,231 1,333,491 △3,640,348 △2,844 1,592,529 

 

 

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 

連結会計年度中の変動額       

当期純損失（千円）      △580,657 

持分法適用会社減少による 

増加（千円） 

     30,494 

自己株式の取得（千円）      △16 

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）（千円） 
△610 △37,138 △37,748 △2,000 12,521 △27,227 

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△610 △37,138 △37,748 △2,000 12,521 △577,406 

平成20年３月31日残高（千円） △470 △34,461 △34,931 23,800 38,602 1,620,000 
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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18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20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  △2,182,044 △521,927 
減価償却費  48,991 46,298 
貸倒引当金の増減額  522,302 43,567 
賞与引当金の増減額  △7,124 △1,176 
退職給付引当金の増減額  △1,103 △6,850 
役員退職慰労引当金の増減額  1,351 1,697 
受取利息及び配当金  △2,787 △7,075 
有価証券利息  △9,712 － 
支払利息  196 1,251 
持分法による投資損失  107,989 64,108 
持分変動利益  △33,669 － 
株式交付費  40,167 － 
社債発行費  360 － 
投資有価証券評価損  198,093 170,106 

関係会社株式売却益  △196,718 △58,389 

為替差益  △13 － 

雑損失  1,943 － 

減損損失  88,543 124,684 
事業整理損  103,364 31,605 
固定資産売却損  10,437 53 
固定資産除却損  4,850 28,302 
固定資産売却益  △18,030 △9 

   前期損益修正益  －   △122,840 

   その他特別損失  －   2,499 

   投資有価証券売却益  －   △43,610 
投資有価証券売却損   4,000 
売上債権の増減額  525,332 106,403 
たな卸資産の増減額  196,669 33,630 
営業投資有価証券の増減額  380,762 － 
営業貸付金の増減額  53,435 △536,144 
仕入債務の増減額  △581,884 △47,370 

その他の資産の増減額  118,852 △7,584 

その他の負債の増減額  149,670 △3,419 
その他  △9 △24,464 

小計  △479,786 △722,653 
利息及び配当金の受取額  7,349 7,431 

利息の支払額  △196 △2,041 

法人税等の支払額  △14,550 △38,586 
営業活動によるキャッシュ・
フロー 

 △487,185 △755,849 

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 

 △22,351 △16,499 

有形固定資産の売却による収
入 

 1,524 275 

無形固定資産の取得による支
出 

 △3,894 △11,393 

投資有価証券の取得による支
出 

 △326,100 － 

投資有価証券等の売却による
収入 

 10 150,000 

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 

 － 6,788 

貸付による支出  △1,646 － 
貸付金の回収による収入  32,648 14,814 
保険積立金の払込による支出  △325 △672 
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  △1,762 － 
差入保証金の返還による収入  2,789 － 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

敷金保証金の払込による支出  △771 △3,657 
敷金保証金の返還による収入  3,449 11,335 
営業保証金の払込による支出  － △40 
営業保証金の返還による収入  － 18,150 
長期前払費用の取得による支
出 

 △6,500 △1,035 

事業譲渡による収入  － 4,188 
その他  △269 － 
投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △219,219 172,253 

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 △356,925 
長期借入金の返済による支出  △4,203 △20,907 
長期借入金の借入による収入  －   535,387 
転換社債型新株予約権付社債
の発行による収入 

 899,640 － 

社債の発行による収入  － 108,267 
社債の償還による支出  － △11,897 
株式の発行による収入  814,832 － 
自己株式の取得による支出  △106 △16 
新株予約権発行による収入  10,000 － 
新株予約権の買取による支出  △1,000 － 
財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 1,715,263 253,908 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額 

 258 △8,359 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  1,009,117 △338,047 
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残

高 
 289,406 1,305,517 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加額 

 6,993 24,432 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残
高 

※１ 1,305,517 991,903 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

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・業務提携または、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 298,996   

千円の営業損失及び755,849千円の営業キャッシュ・フ

ローの支出を計上しております。 

これにより、当社グループには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、継続して過去の投資活

動で生じた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スリム

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、

投融資及び経営支援、資金調達支援を行い、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、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・収益力の強化に貢献して

いき、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。 

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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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数  ８社 

主要な連結子会社名 

㈱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 

㈱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、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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㈱シーサイドは総資産の額、

売上高、当期純損益及び利益剰余金の額が、

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。 

 

（2)主要な非連結子会社の名称等 

 

――――――― 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20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 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。 

 

(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

の関連会社の範囲から除いております。 

 (2)持分法を適用していない非連結子会
社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。 

(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  
 

――――――― 

 (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 

 

――――――― 

 

 

 (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。 

 

(4)  ――――――― 

 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

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。 

 

 
同左 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

(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） 

時価のあるもの 

同左 

 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 

――――――― 

 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 

  ④ 特定金銭信託 

 当該特定金銭信託は、元本保証の金銭

信託であり、預金と同様の性格を有する

ため、当該金銭信託の評価は、原価法を

採用しております。  

 

 

 

(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）については定額法）を採用

し、在外連結子会社は主として定額

法を採用しております。なお、主な

耐用年数は、以下のとおりでありま

す。 

建 物        13年～50年 

車両運搬具         6年 

器具及び備品    2年～20年 

① 有形固定資産 
       同左 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

建物                  9年～18年 
車両運搬具           2年～6年 
器具及び備品          2年～20年 

 

  （会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法

の改正に伴い、当連結会計年度より、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。 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 

  （追加情報） 

当社及び国内連結子会社は、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。 

 

 ② 無形固定資産 

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） 

② 無形固定資産 

ａ．市場販売目的ソフトウェア 

同左 

 ｂ．自社利用ソフトウェア 

社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法 

 

ｂ．自社利用ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

 

(3) 重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費 

支出時に全額費用として処理

しております。 

――――――― 

 (4) 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

定の債権について回収不能見込額を

計上しております。 

(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、当連結会計年度に新たに連結子 

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。 

 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。 

② 賞与引当金 

同左 

 

 ③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額（簡便法）

に基づき計上しております。 

③ 退職給付引当金 

一部の連結子会社は、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見込み額に基づき

計上しております。 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 

 

 

 

 

 

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 

 

 (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

通貨への換算基準 

 

同左 

 (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。 

(5) 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。 

――――――― 

 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 

 

 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。 

 

 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。 

 

 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。 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 

 (8) その他連結財務諸表作成のための重

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方法 

税抜方式によっております。 

① 消費税等の会計処理方法 

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 

連結納税制度を適用しておりま

す。 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価に

ついては、全面時価評価法によっており

ます。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

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います。 

同左 

７．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 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成20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。 

 

――――― 

 

 

表示方法の変更 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成20年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度まで、「営業権」として表示していた

ものは、当連結会計年度から「のれん」として表示し

ております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 当連結会計年度において受取配当金が発生したた

め、前連結会計年度における、「営業活動によるキャ

ッシュ・フロー」の「受取利息」及び「利息の受取額」

の表記をそれぞれ「受取利息及び配当金」、「利息及

び配当金の受取額」に変更しております。 

 なお、当連結会計年度における配当金の受取額は１

千円であります。 
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追加情報 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成20年３月31日） 

――――― 

 

連結財務諸表提出会社である当社において従来、退職

給付引当金は従業員の退職給付に備えるため、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したが、平成20年3月31

日付で適格退職年金制度及び退職一時金制度を廃止し

ました。 

この退職金制度の廃止に伴い、従業員の退職給付債

務の精算を実施した結果、従業員に対する退職金支給

額と年金資産の分配額との差額(5,627千円)について

は、未払金(流動負債「その他」) に含めて計上し、

年金資産の解約返戻金(5,294千円)は、未収入金(流動

資産「その他」) に含めて計上しております。なお、

総合設立型厚生年金基金(東日本文具販売厚生年金基

金)制度には継続加入しております。 

 

 

注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式）          214,583千円 投資有価証券（株式）          66,654千円 

※２．担保に供している資産及び担保付債務 ※２．担保に供している資産及び担保付債務 

（1）担保に供している資産 （1）担保に供している資産 

差入保証金    3,973千円 

 
 

営業貸付金 131,430千円 

差入保証金     4,014千円  

 合  計 135,444千円     
（2）上記に対応する債務 （2）上記に対応する債務 

買掛金                      978千円 買掛金  137千円 

短期借入金    101,100千円 

 合  計 101,237千円  
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（連結損益計算書関係） 
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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成20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 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 
 

  役員報酬 144,138千円 

給与手当 220,088千円 

販売手数料 106,486千円 

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

投資不動産       18,030千円  

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

 

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．事業整理損の内訳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 

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 

※４．事業整理損の内訳は、リンクビジョンとの事業整

理による損失18,933千円と、Previno事業整理に伴う

損失11,884千円等であります。 

※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。 

※５．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは、連結

子会社の㈱シーサイド及び持分法適用会社の(株)エ

ー・エム・テクノロジーの買収時に計上したのれん

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、当該資産についての超過収益力(のれん)をゼロ

評価し、当該減少額を減損損失124,684千円（(株)シ

ーサイドに対するもの25,506千円、(株)エー・エム・

テクノロジーに対するもの99,177千円）として特別

損失に計上いたしました。 

 

※６.              ――――― ※６．固定資産除却損は次のとおりであります。 

 

 

建物 10,618千円 

器具及び備品 4,358千円 

長期前払費用 13,325千円 

※７.              ―――――  ※７．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。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
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．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） 

当連結会計年度 

増加株式数（千株） 

当連結会計年度 

減少株式数（千株） 

当連結会計年度末

株式数（千株） 

発行済株式     

普通株式 (注)１ 38,940 35,390 － 74,330 

合計 38,940 35,390 － 74,330 

自己株式     

普通株式 (注)２ 17 1 － 18 

合計 17 1 － 18 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加35,390千株は、第三者割当による新株の発行による増加13,000千株、

株式交換による増加2,390千株及び無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加

20,000千株であります。 

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

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前 連 結 会

計年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

当連結会計

年度末残高

（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 

(親会社) 

第４回新株予約権(注)１ 普通株式 － 5,000 － 5,000 10,000 

連結子会社 － － － － － － 2,000 

合計 － － － － － 25,800 

（注）１．第４回新株予約権の当連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 
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当連結会計年度（自 平成19年４月１日至 平成20年３月31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） 

当連結会計年度 

増加株式数（千株） 

当連結会計年度 

減少株式数（千株） 

当連結会計年度末

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)１ 18 1 － 19 

合計 18 1 － 19 

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

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権

の目的とな

る株式の種

類 

前 連 結 会

計年度末 

当連結会計

年度増加 

当連結会計

年度減少 

当連結会計

年度末 

当連結会計

年度末残高

（千円） 

第２回新株予約権 普通株式 1,750 － － 1,750 1,750 

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

第４回新株予約権(注)１ 普通株式 5,000 － － 5,000 10,000 

連結子会社 － － 2,000 － 2,000 － － 

合計 － － － － － 23,800 

（注）１．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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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成20年３月31日） 
１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成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 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 870,583 千円 

取得日から3ヶ月以内に   

償還期限の到来する短期投資 121,320 千円 

現金及び現金同等物 991,903 千円  

２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな 

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の売却により㈱ＶＬＩが連結子会社でなくな

ったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに

㈱ＶＬＩの売却価額と売却による収入は次のとおり

であります。 

株式の売却により㈱バーテックスリンクコンサルテ

ィングが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の

資産及び負債の内訳並びに㈱バーテックスリンクコン

サルティングの売却価額と売却による収入は次のとお

りであります。 
 

流動資産 61,470千円 

固定資産 79,205千円 

流動負債 △3,252千円 

固定負債 △229,233千円 

株式売却益 91,814千円 

㈱ＶＬＩの売却価額 5千円 

㈱ＶＬＩ現金及び現金同等物 44千円 

差引 売却による収入 △39千円 
  

流動資産 20,762  千円 

固定資産 7,926  千円 

流動負債 △71,078 千円 

固定負債 - 千円 

株式売却益 49,179  千円 

㈱バーテックスリンク   

コンサルティングの売却価額 10,000  千円 

同社の現金及び現金同等物 3,211  千円 

差引 売却による収入 6,789  千円 

出資持分の譲渡によりＶＬＩ－ＶＣ１号投資事業

有限責任組合が連結子会社でなくなったことに伴う

売却時の資産及び負債の内訳並びにＶＬＩ－ＶＣ１

号投資事業有限責任組合の売却価額と売却による収

入は次のとおりであります。 

 

 
流動資産 3,054千円 

固定資産 －千円 

流動負債 △55,368千円 

固定負債 －千円 

株式売却益 52,319千円 

VLI-VC１号投資事業有限責任
組合の売却価額 

5千円 

VLI-VC１号投資事業有限責任
組合現金及び現金同等物 

－千円 

差引 売却による収入 5千円 
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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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成20年３月31日） 

３．当連結会計年度に株式の取得により連結子会社とな

った会社の資産及び負債の主な内訳 

３．当連結会計年度に株式の取得により連結子会社とな

った会社の資産及び負債の主な内訳 

株式交換により新たに㈱アガットコンサルティン

グを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳は次のとおりであります。 

株式取得により新たにYour Capital Co.,Limited

を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳は次のとおりであります。 

流動資産 62,295千円 

固定資産 14,350千円 

のれん 92,075千円 

資産合計 168,720千円 

  

流動負債 △21,080千円 

固定負債 △28,060千円 

負債合計 △49,140千円 

  
 

 流動資産 725,813  千円 

 固定資産 2,855  千円 

 のれん 5,000  千円 

 資産合計 733,669  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 

    
 

４．重要な非資金取引の内容 

当連結会計年度に㈱アガットコンサルティング

との株式交換により、資本剰余金が増加しており

ます。 

資本剰余金の増加高    119,500千円 

４．重要な非資金取引の内容 

――――― 

 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、デリバティブ取引、ストックオプション等に関する注記事項については、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ます。 
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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) 

Ⅰ売上高及び営業損益        

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 

Ⅱ資産、減価償却費及び 

資本的支出 
       

資産 568,641 102,128 344,159 160,801 1,175,730 1,380,935 2,556,666 

減価償却費 26,121 6,832 4,562 248 37,765 11,226 48,991 

減損損失 － － － － － 88,543 88,543 

資本的支出 18,456 － 6,791 － 25,248 － 25,248 

(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 

・接骨院レセプトシステム 
・リチウムイオンバッテリー他電子部品 
・デジタルメディアプレイヤー、パソコン用内蔵電源装置 

企業再生支援・投融資関連事業 
・企業再生支援（投資、再生コンサルテイング）、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。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めました全社資産の金額は1,380,935千円であり、その主なものは当

社資運用資金及びグループの管理部門に係る資産であります。 
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当連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20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) 

Ⅰ売上高及び営業損益        

売上高        

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
438,672 544,133 930,407 ― 1,913,213 ― 1,913,213 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
1,634 67,556 6,824 ― 76,015 （76,015) ― 

計 440,306 611,690 937,231 ― 1,989,228 （76,015) 1,913,213 

営業費用 572,778 473,230 932,464 865 1,979,338 232,870 2,212,209 

営業損益(△は損失) △132,471 138,459 4,767 △865 9,889 (308,886) △298,996 

Ⅱ資産、減価償却費及び 

資本的支出 
       

資産 79,522 1,349,942 234,895 149,469 1,813,829 853,918 2,667,748 

減価償却費 10,273 2,776 3,496 48 16,595 7,535 24,131 

減損損失 25,317 － 188 99,177 124,684 － 124,684 

資本的支出 6,395 10,729 2,522 － 19,647 7,420 27,068 

(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 

・接骨院レセプトシステム 
・リチウムイオンバッテリー他電子部品 
・デジタルメディアプレイヤー、パソコン用内蔵電源装置 

企業再生支援・投融資関連事業 

・企業再生支援（Ｍ＆Ａ仲介、資金調達仲介、再生コンサルテイン
グ）事業、 

・会計等業務アウトソーシング事業 
・その他投融資関連事業 

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329,578千円であり、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。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めました全社資産の金額は853,918千円であり、その主なものは当社

の運用資金及びグループの管理部門に係る資産であります。 
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２．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31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) 

Ⅰ売上高及び営業損益      

売上高      

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
1,571,517 341,695 1,913,213 ― 1,913,213 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
2,268 23,293 25,561 (25,561) ― 

計 1,573,785 364,989 1,938,775 (25,561) 1,913,213 

営業費用 1,619,098 296,722 1,915,821 296,388 2,212,209 

営業損益(△は損失) △45,312 68,266 22,954 (321,950) △298,996 

Ⅱ 資産 688,944 1,124,885 1,813,829 853,918 2,667,748 

(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．前連結会計年度における本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメン

トの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。 

 

３．海外売上高 

当連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日） 

 

  アジア     計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 341,695 341,695  

Ⅱ 連結売上高（千円）   1,913,213  

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.9%   

 

(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．前連結会計年度における海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略し

ております。 
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（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） 

繰延税金資産（流動項目）   

貸倒引当金              8,720 

賞与引当金                   5,396 

商品評価損                           19,045 

その他                               39,188 

繰延税金資産（流動項目）小計       72,351 

評価性引当額                       △63,616 

繰延税金資産（流動項目）合計        8,734 

 

繰延税金負債（流動項目） 

未収労働保険料             983 

繰延税金負債（流動項目）合計      983 

 

繰延税金資産（負債）の純額              7,751 

 

 

繰延税金資産（固定項目） 

繰越欠損金                       1,954,530 

貸倒引当金                         154,160 

減価償却超過額                        2,864 

投資有価証券                     241,387 

その他                                8,288 

繰延税金資産（固定項目）小計    2,361,231 

評価性引当額                    △2,356,653 

繰延税金資産（固定項目）合計        4,578 

 

繰延税金負債（固定項目） 

その他有価証券評価差額金                 97 

繰延税金負債（固定項目）合計           97 

 

繰延税金資産（負債）の純額              4,480 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） 

 繰延税金資産（流動項目）  

  貸倒引当金超過額 13,939  

  賞与引当金 4,390  

  その他 7,525  

   繰延税金資産（流動項目）小計 25,855  

  評価性引当額 △25,855 

   繰延税金資産（流動項目）合計 ―  

  

 繰延税金資産（固定項目）  

  繰越欠損金 2,125,974  

  投資有価証券評価損 176,350  

  破産更正債権の減額 74,408  

  長期未収入金の減額 66,624  

  その他 4,585  

   繰延税金資産（流動項目）小計 2,447,944  

  評価性引当額 △2,447,923 

   繰延税金資産（流動項目）合計 21  

  

   繰延税金資産の純額 21  
 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

税金等調整前当期純損失を計上しているため、

記載を省略しております。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 
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（有価証券関係) 

前連結会計年度（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 
連結貸借対照表 

計    上    額 
差        額 

 種  類 

（千円） （千円） （千円） 

 

(1)株      式 

(2)債      券 

(3)そ  の  他 

 

－ 

－ 

2,386 

 

－ 

－ 

 2,619 

 

－ 

－ 

233 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

小    計 2,386 2,619 233 

 

(1)株      式 

(2)債      券 

(3)そ  の  他 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

小    計 － － － 

合           計 2,386 2,619 233 

 （注）１．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．前連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

        該当事項はありません。 

３．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 

 

 

当連結会計年度（平成20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 
連結貸借対照表 

計    上    額 
差        額 

 種  類 

（千円） （千円） （千円） 

 

(1)株      式 

(2)債      券 

(3)そ  の  他 

 

－ 

－ 

2,381 

 

－ 

－ 

 1,911 

 

－ 

－ 

△470 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

るもの 

小    計 2,381 1,911 △470 

 

(1)株      式 

(2)債      券 

(3)そ  の  他 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

 

－ 

－ 

－ 

連結貸借対照表計上

額が取得原価を超え

ないもの 

小    計 － － － 

合           計 2,381 1,911 △470 

 （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．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

      該当事項はありません。 

３．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 

 

     166,989 

－ 
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（退職給付関係) 

１．採用している退職給付制度の概要 

         前連結会計年度（平成19年3月31日現在） 

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。 

 

当連結会計年度（平成20年3月31日現在） 

連結財務諸表提出会社である当社は、平成20年3月31日付で適格退職年金制度及び退職一時金制度を

廃止しました。なお、総合設立型厚生年金基金(東日本文具販売厚生年金基金)制度には継続加入しており

ます。 

一部の連結子会社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を継続しております。 

なお、当社グループ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 

      また、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次の通りです。 

 

     （１）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年3月31日現在） 

       

 

 

 

 

（２）制度全体に占める当社の掛金拠出割合（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日） 

 

0.12％ 

 

     （３）補足説明 

        上記（１）の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高24,200百万円です。 

      本制度における過去勤務債務の償却方法は期間5年の元利均等償却であり、当社は、当連結会計年度の

連結財務諸表上、特別掛金2百万円を費用処理しています。 

       なお、上記（２）の割合は当社の実際の負担割合とは一致しません。 

  

 

２．退職給付債務に関する事項 

  前連結会計年度 

(平成19年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年3月31日) 

 ①退職給付債務 △21,022千円 △649千円 

 ②年金資産        13,523千円  ―      

 ③退職給付引当金 △7,499千円 △649千円 

 

 

３．退職給付費用に関する事項 

 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月 １日 

至 平成19年３月31日 

当連結会計年度 

(自 平成19年４月 １日 

至 平成20年３月31日) 

退職給付費用 26,351千円 13,773千円 

(注)厚生年金基金への要拠出額(前連結会計年度13,471千円、当連結会計年度5,626千円は退職給付

費用に含めております。 

 

 

年金資産の額 77,485  百万円 

年金財政計算上の給付債務の額 101,685  百万円 

差引額 △24,200  百万円 
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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。 

 

 

（追加情報） 

  当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成

19年5月15日）を適用しております。 

 

 

 

 

（企業結合におけるパーチェス法適用関係） 

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．企業結合の概要 

被取得企業の名称 株式会社アガットコンサルティング 

被取得企業の事業の内容 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 

企業結合を行った主な理由 同社のノウハウを内製化することにより、弊社の既存事業拡大・事業基盤強化の

ためのM&Aを効率的・機動的に展開するとともに、資金投入した企業及びグルー

プ会社の価値向上・維持をより確実に進めることが可能となるため。 

企業結合日 平成18年12月２日 

企業結合の法的形式 株式交換 

結合後企業の名称 株式会社 バーテックス リンク 

取得した議決権比率 100％ 

 

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18年12月２日  至 平成19年３月31日 

 

３．取得の対価として交付した株式の種類別の交換比率、算定方法、交付株式数及びその評価額 

第三者機関である小笠原直公認会計士事務所がディスカウンテッド・キャッシュ・フロー法及び簿価純資産法

の併用方式で株価算定を行い、その結果提出された資料を参考に、当社と被取得企業の間で総合的な検討を行い

協議した上、決定しました。 

 当社普通株式  2,390,000株 

（株式会社アガットコンサルティング普通株式１株に対して当社普通株式478株） 

評価額 119,580千円 

 

４．発生したのれんの金額等 

発生したのれんの額 92,075千円 

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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５．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18年12月２日現在） 

     流動資産  62,295千円 

     固定資産  14,350千円 

     のれん   92,075千円 

資産合計  168,720千円 

 

     流動負債  21,080千円 

     固定負債  28,060千円 

負債合計  49,140千円 

 

 

６． 企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

響額の概算額 

      売上高   114,853千円 

     営業利益   9,937千円 

     経常利益   9,600千円 

当期純利益  8,259千円 

 （注）１ 上記は必ずしも将来起こりうるべき事象を示唆するものではありません。また、実際に出資が期首時点  

      に行われた場合の連結会社の経営成績を示すものではありません。 

    ２ のれんは、当連結会計年度開始の日から５年定額法で償却しております。なお、上記概算額の注記は、

監査証明を受けておりません。 

  

 

当連結会計年度（自 平成19年4月1日  至 平成20年3月31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20年3月31日 

 

３．発生したのれんの金額等 

発生したのれんの額 5,000千円 

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     5,000千円 

資産合計    733,668千円 

 

 

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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（１株当たり情報） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 
 

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。 

 

1株当たり純資産額                  21円80銭 

1株当たり当期純損失金額            7円81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18年４月 １日 

至 平成19年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成20年３月31日） 

当期純損失(千円) 2,219,083 580,657 

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) 2,219,083         580,657 

期中平均株式数(千株)       55,834       74,311 
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（重要な後発事象） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 
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 

 １．平成20年4月16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㈱シーサイドの株式の一部

を平成20年4月17日をもって譲渡いたしました。 

その概要は次のとおりです。 

(1) 異動する子会社の概要 

① 商号 株式会社シーサイド 

② 代表者 代表取締役 早川良一 

③ 設立年月日 平成16年7月8日 

④ 資本金の額 80,000千円 

⑤ 主な事業内容  

VODシステムの企画・開発・販売 

各種配信システムの企画・開発販売 等 

⑥ 発行済株式総数 1,600千株 

⑦ 異動前の株主構成 

㈱バーテックスリンク 100% 

(2) 株式の譲渡先 

Ａ．譲渡先（その１） 

① 商号 フォーラム フロンティア ネットワー

ク株式会社 

② 本店所在地 千代田区九段北一丁目 

③ 代表者 代表取締役 渡邉敏樹 

④ 主な事業内容 コールセンター事業 

         VODシステム販売事業 

⑤ 当社との関係 人的・資本的・取引関係・関連

当事者関係はない。 

Ｂ．譲渡先（その２） 

① 氏名 神崎博正氏 

② 当社との関係 

資本関係：該当事項なし。 

人的関係：同氏は㈱シーサイドに勤務する他社

からの出向社員である。 

(3) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有状況 

① 譲渡株式数 1,408千株 

② 譲渡価額 22,528千円 

③ 譲渡前の所有株式の状況 1,600千株（100%） 

④ 譲渡後の所有株式の状況 192千株（12%） 

⑤ 譲渡後の株主構成 

FFN     768千株（所有割合48%） 

神崎博正氏  640千株（所有割合 40%） 

当社     192千株（所有割合 12%） 
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５．個別財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

  
前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20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   1,157,433   678,991  

２．売掛金   205,188   98,275  

３．商品   62,481   －  

４．前渡金   12,576   －  

５．前払費用   9,584   6,835  

６．短期貸付金   －   11,549  

７．関係会社短期貸付金   110,000   60,000  

８．未収入金 ※２  67,328   74,694  

９．その他   29,070   12,507  

貸倒引当金   △74,092   △95,864  

流動資産合計   1,579,571 61.5  846,990 46.5 

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1) 建物  18,358   12,694   

減価償却累計額  2,390 15,968  2,352 10,341  

(2) 車両運搬具  2,478   1,150   

減価償却累計額  2,352 125  1,092 57  

(3) 器具及び備品  62,154   40,640   

減価償却累計額  42,882 19,272  29,866 10,773  

有形固定資産合計   35,365 1.4  21,172 1.2 

２．無形固定資産        

(1) ソフトウェア   15,244   10,072  

(2) 電話加入権   2,654   2,654  

無形固定資産合計   17,898 0.7  12,727 0.7 

３．投資その他の資産        

(1) 投資有価証券   212,473   102,246  

(2) 関係会社株式   655,414   426,514  

(3) 関係会社社債   －   300,000  

(4) その他の関係会社有価証券   4,000   －  

  （5）長期貸付金   －   5,200  

（6）関係会社長期貸付金   51,000   75,000  

(7) 破産更生債権等   182,747   －  

(8) 長期前払費用   15,999   －  

(9) 差入保証金 ※１  41,169   36,126  

(10) 長期未収入金   194,408   －  

貸倒引当金   △ 420,095   △ 5,200  

投資その他の資産合計   937,117 36.4  939,888 51.6 

固定資産合計   990,382 38.5  973,788 53.5 

資産合計   2,569,953 100.0  1,820,778 100.0 
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前事業年度 

（平成19年３月31日） 
当事業年度 

（平成20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 ※１  60,378   35,549  

２．未払金   55,376   47,885  

３．未払費用   6,203   3,614  

４．未払法人税等   10,680   8,206  

５. 繰延税金負債   983   －  

６．前受金   197   10  

７．預り金   3,537   2,256  

８．賞与引当金   5,683   1,596  

９．その他   8,955   9,599  

流動負債合計   151,996 5.9  108,719 6.0 

Ⅱ 固定負債        

１．繰延税金負債   97   －  

２．退職給付引当金   7,209   －  

３．関係会社事業損失引当金   139,399   97,040  

固定負債合計   146,705 5.7  97,040 5.3 

負債合計   298,701 11.6  205,759 11.3 

        

（純資産の部）        

Ⅰ  株主資本        

 １. 資本金   3,902,231 151.8  3,902,231 214.3 

 ２. 資本剰余金        

  （1）資本準備金  1,333,491   1,333,491   

   資本剰余金合計   1,333,491 51.9  1,333,491 73.2 

 ３. 利益剰余金        

  （1）その他の利益剰余金         

   繰越利益剰余金  △2,985,583   △3,641,188   

   利益剰余金合計   △2,985,583 △116.2  △3,641,188 △200.0 

 ４. 自己株式   △2,828 △0.1  △2,844 △0.2 

株主資本合計   2,247,310 87.4  1,591,689 87.4 

Ⅱ  評価・換算差額等        

１. その他の有価証券評価

差額金 
  140 0.0  △470 0.0 

   評価・換算差額等合計   140 0.0  △470 0.0 

 Ⅲ  新株予約権   23,800 1.0  23,800 1.3 

純資産合計   2,271,251 88.4  1,615,019 88.7 

      負債純資産合計   2,569,953 100.0  1,820,778 100.0 
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(2) 損益計算書 

  

前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

    至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20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
（％） 

Ⅰ 売上高   629,037 100.0  459,137 100.0 

Ⅱ 売上原価        

１．商品期首たな卸高  224,519   62,481   

２．当期商品仕入高  459,771   265,447   

合計  684,290   327,928   

３．他勘定振替高 ※２ 146,594   50,891   

４．商品期末たな卸高  62,481 475,215 75.5 － 277,036 60.3 

売上総利益   153,821 24.5  182,100 39.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※2,3  646,341 102.8  460,207 100.2 

営業損失   492,519 △78.3  278,107 △60.6 

Ⅳ 営業外収益        

１．受取利息 ※１ 6,506   6,372   

２．有価証券利息 ※１ 8,498   7,249   

３．受取賃貸料  2,983   －   

４．為替差益  2,828   9,846   

５．その他  4,808 25,625 4.1 2,666 26,134 5.7 

Ⅴ 営業外費用        

１．株式交付費  40,167   －   

２．賃貸資産費用  1,116   －   

３．投資事業組合経費  5,423   －   

４．その他  7,264 53,972 8.6 2,152 2,152 0.5 

経常損失   520,866 △82.8  254,125 △55.3 

Ⅵ 特別利益        

１．固定資産売却益 ※５ 18,030   －   

２．貸倒引当金戻入益  －   16,107   

３. 賞与引当金戻入益  16,744   －   

  ４. 投資有価証券売却益  －   11,587   

５．事業譲渡益  － 34,774 5.5 3,000 30,695 6.7 

Ⅶ 特別損失        

  １. 固定資産売却損  3,788   53   

２. 関係会社株式売却損  502,615   44,000   

３．固定資産除却損 ※６ 1,374   24,613   

４．投資有価証券評価損  218,714   120,601   

５．貸倒引当金繰入額  267,274   －   

６．関係会社事業損失引当金 

繰入額 
※７ 89,399   47,040   

７．商品評価損 ※２ 140,708   3,145   

８．投資事業組合投資損失  503,468   －   

９．事業整理損 ※４ 131,570   32,815   

１０．関係会社株式評価損  －   139,445   

１１．商品廃棄損  －   21,698   

１２. その他  － 1,858,912 295.5 11,408 444,821 96.9 
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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） 

当事業年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20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
（％） 

税引前当期純損失   2,345,003 △372.8  668,251 △145.5 

法人税、住民税及び事

業税 
   △1,459  △0.2 △11,663  △2.5 

法人税等調整額  983 △475 0.1 △983 △12,646 △0.2 

当期純損失   2,344,528 △372.7  655,604 △142.8 

 

 

(3)株主資本等変動計算書 

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 

事業年度中の変動額        

新株の発行   （千円） 879,000 876,000 876,000    1,755,000 

株式交換による増加 

（千円） 
 119,500 119,500    119,500 

当期純損失   （千円）    △2,344,528 △2,344,528  △2,344,528 

自己株式の取得（千円）      △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       （千円）    1,755,000 

株式交換による増加 

（千円） 
   119,500 

当期純損失    （千円）    △2,344,528 

自己株式の取得（千円）    △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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当事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20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 

事業年度中の変動額        

当期純損失  （千円）    △655,604 △655,604  △655,604 

自己株式の取得（千円）      △16 △16 

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） 

   △655,604 △655,604 △16 △655,620 

平成20年3月31日残高 
（千円） 

3,902,231 1,333,491 1,333,491 △3,641,188 △3,641,188 △2,844 1,591,689 

 

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 

事業年度中の変動額     

当期純損失   （千円）    △655,604 

自己株式の取得 （千円）    △16 

株主資本以外の項目の 
事業年度中の変動額 

（純額） 
△610 △610 － △610 

 事業年度中の変動額合計 
（千円）

△610 △610 － △656,230 

平成20年3月31日残高 
（千円） 

△470 △470 23,800 1,615,019 
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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 

前事業年度 

（自 平成18年４月１日 

     至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月１日 

     至 平成20年３月31日） 
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、

当期事業年度において、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・業務提携ま

たは、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。 

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278 ,107 千円の営業損

失を計上しております。 

これにより、当社には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、

グループ企業において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・収益力の強化に貢

献していき、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。 

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。 
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重要な会計方針 

項    目 

前事業年度 
（自 平成18年４月 １日 
  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月 １日 
  至 平成20年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方

法 

(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 

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 

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 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。 

(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 

 

 

時価のないもの 

同左 

 

 

――――― 

２．デリバティブ等の評価基準及び

評価方法 

デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

――――― 

３．たな卸資産の評価基準及び評価

方法 

商品 

移動平均法による原価法 

商品 

    同左 

４．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 
同左 

 
 
 
 
 

建物          ９年～18年 
車両運搬具           ６年 
器具及び備品  ２年～20年 

 
（会計方針の変更） 
  法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、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

した事業年度の翌事業年度より、

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。 
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項    目 

前事業年度 
（自 平成18年４月 １日 
  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月 １日 
  至 平成20年３月31日） 

 
(2)無形固定資産 

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)無形固定資産 

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 
社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法 

 

(3)投資その他の資産 

 投資建物 

  定率法を採用しております。 

  なお、主な耐用年数は、以下の

とおりであります。 

  建物    13年～50年 

 
 

②自社利用ソフトウェア 

同左 

５．繰延資産の処理方法 株式交付費 

支出時に全額費用として処理し

ております。 

――――― 

 

 

６．外貨建の資産及び負債の本邦通 

貨への換算基準 

 

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。 

同左 

 

７．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、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 

 (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。 

(2)賞与引当金 

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。 

(3)退職給付引当金 

  従業員退職金制度は、平成 20

年３月 31日をもって廃止するこ

とになったため、退職給付引当金

は計上しておりません。 

 (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 

８．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 

９．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。 

――――― 



㈱バーテックス リンク (9816) 平成20年３月期決算短信 

 - 56 - 

項    目 

前事業年度 
（自 平成18年４月 １日 
  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月 １日 
  至 平成20年３月31日） 

 

 

 

 

(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 

  ――――― 

 (3)ヘッジ方針 

外貨建取引の為替相場の変動

リスクを回避する目的で為替予

約取引を行っております。なお、

デリバティブ取引は実需に基づ

き行うこととしており、投機を

目的とした取引は行わないこと

としております。 

  ――――― 

 (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。 

  ――――― 

 (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。 

  ――――― 

１０．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1)消費税等の会計処理方法 

  税抜方式によっております。 

(1)消費税等の会計処理方法 

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 

 

 
会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成18年４月 １日 
  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月 １日 
  至 平成20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、当事業年度
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、当会計期間の売上高は58,401千円増加

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 

前事業年度 
（自 平成18年４月 １日 
  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月 １日 
  至 平成20年３月31日） 

（貸借対照表） 

――――― 

（貸借対照表） 

          ――――― 

（損益計算書） 

――――― 

（損益計算書） 

          ――――― 

 

 
追加情報 

前事業年度 
（自 平成18年４月 １日 
  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月 １日 
  至 平成20年３月31日） 

――――― 
 

当社において従来、退職給付引当金は従業員の退職給

付に備えるため、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し

たが、平成20年3月31日付で適格退職年金制度及び退

職一時金制度を廃止しました。 

この退職金制度の廃止に伴い、従業員の退職給付債務

の精算を実施した結果、従業員に対する退職金支給額と

年金資産の分配額との差額(5,627千円)については、未

払金に含めて計上し、年金資産の解約返戻金(5,294千

円)は、未収入金に含めて計上しております。なお、総

合設立型厚生年金基金(東日本文具販売厚生年金基金)

制度には継続加入しております。 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

※１．担保に供している資産及び担保付債務 

(1)担保に供している資産 

差入保証金             3,973千円 

(2)上記に対応する債務 

買掛金                    978千円 

※１．担保に供している資産及び担保付債務 

(1)担保に供している資産 

差入保証金            4,014千円 

(2)上記に対応する債務 

買掛金                    137千円 

※２．関係会社項目 

   関係会社に対する資産には、区分掲記されたも 

ののほか次のものがあります。 

    流動資産  未収入金  63,033千円 

    その他、関係会社に対する資産合計が 29,673

千円あります。 

※２．関係会社項目 

   関係会社に対する資産には、区分掲記されたもの 

のほか次のものがあります。 

    流動資産  未収入金  61,862千円 
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成18年４月 １日 
  至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月 １日 
  至 平成20年３月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ 
ております。 
関係会社よりの受取利息  5,983千円 
 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ 
ております。 
関係会社よりの受取利息  2,511千円 
関係会社よりの有価証券 
利息           7,249千円 

 

※２．他勘定振替高は次のとおりであります。 

商品評価損     140,708千円 

消耗品費         5,416千円 

販売促進費         321千円 

その他              146千円   

   計       146,594千円 

※２．他勘定振替高は次のとおりであります。 

事業整理損      25,305千円 

商品廃棄損      21,698千円 

その他           3,887千円   

   計        50,891千円  

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は13％、 

一般管理費に属する費用のおおよその割合は

87％であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。

  

荷造運賃                   11,332千円 

倉庫料                     22,938千円 

業務委託費                 71,347千円 

広告宣伝費                  5,643千円 

役員報酬                   57,089千円 

給与手当                  220,305千円 

賞与引当金繰入額            5,683千円 

退職給付費用               25,539千円 

減価償却費                 22,704千円 

賃借料                     37,963千円  

顧問料                     32,209千円 

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は7％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は 93％

であります。 

主要な費用及び金額は次のとおりであります。

  

倉庫料                     7,983千円 

業務委託費                98,278千円 

広告宣伝費                 2,515千円 

役員報酬                  62,940千円 

給与手当                  67,155千円 

賞与引当金繰入額            811千円 

退職給付費用              13,533千円 

減価償却費                 9,217千円 
賃借料                    28,539千円 

顧問料          29,639千円 

情報管理費        12,750千円 

※４．事業整理損は次のとおりであります。 

VL・ATEC(株)の清算に伴う損失   97,157千円 

介護システムソフトウェア除去損   17,746千円 

メモリカードアダプタのノウハウ 

の除去に伴う損失                 16,666千円 

※４．事業整理損の内訳は、リンクビジョンとの事業整

理による損失18,933千円と、Previno事業整理に

伴う損失11,823千円等であります。  

※５．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 

 

※６．固定資産除却損は次のとおりであります。 
 
 
 
投資不動産         3,788千円 

 

※６. 固定資産除却損は次のとおりであります。 

     

建物 7,382千円 

器具及び備品 3,906千円 

長期前払費用 13,325千円 

※７．  ――――― ※７．関係会社事業損失引当金繰入額の内訳は、子会社
の純資産額が著しく低下したため計上したもの
であります。その内訳は、子会社である㈱エー・
エム・コンポジットに対するもの47,040千円であ
ります。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自 平成19年４月１日至 平成20年3月31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) 

当事業年度 

増加株式数(千株) 

当事業年度 

減少株式数(千株) 

当事業年度末 

株式数(千株) 

普通株式（注） 18 1 － 19 

合計 18 1 － 19 

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

 
（リース取引関係） 

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。 

 

 

（有価証券関係） 
前事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日）及び当事業年度（自平成19年４月１日 至平成20

年３月31日） 

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。 

 

 
（税効果会計） 

前事業年度 
（平成19年３月31日） 

当事業年度 
（平成20年３月31日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） 

繰延税金資産（流動項目）        

賞与引当金                   2,330 

商品評価損                            19,045 

貸倒引当金                           30,378 

その他                                3,567  

繰延税金資産（流動項目）小計        55,321 

評価性引当額                        △55,321  

繰延税金資産（流動項目）合計           －  

 

繰延税金負債（流動項目） 

未収労働保険料               983 

繰延税金負債（流動項目）合計      983 

繰延税金負債の純額           983 

 

 

繰延税金資産（固定項目） 

繰越欠損金                        1,820,033 

貸倒引当金                          172,239 

関係会社事業損失引当金              57,153 

投資有価証券                     241,387   

その他                               8,288  

繰延税金資産（固定項目）小計     2,299,102 

評価性引当額                     △2,299,102 

繰延税金資産（固定項目）合計           －  

 

繰延税金負債（固定項目） 

その他有価証券評価差額金                  97 

繰延税金負債（固定項目）合計            97 

繰延税金負債の純額                      97 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

（千円） 

繰延税金資産（流動項目）        

貸倒引当金                    39,304 

未払費用                              3,403 

その他                                3,607  

繰延税金資産（流動項目）小計        46,314 

評価性引当額                        △46,314  

繰延税金資産（流動項目）合計           －  

 

繰延税金負債（流動項目） 

 

――――― 

 

 

 

 

繰延税金資産（固定項目） 

繰越欠損金                        2,061,601 

貸倒引当金                            2,132 

関係会社事業損失引当金              39,786 

関係会社株式評価損          93,826 

投資有価証券評価損               171,284  

長期未収入金の減額             66,624 

破産更正債権の減額                    74,408 

その他                                  50 

繰延税金資産（固定項目）小計     2,509,714 

評価性引当額                     △2,509,714 

繰延税金資産（固定項目）合計           －  

 

繰延税金負債（固定項目） 

――――― 

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負 

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

税引前当期純損失を計上しているため、記載を 

省略しております。    

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

同左 
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（1株当たり情報） 

 

前事業年度 
（自 平成18年４月 １日 
    至 平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成19年４月 １日 
    至 平成20年３月31日） 

 

１株当たり純資産額                 30円24銭 

１株当たり当期純損失金額            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。 

 

１株当たり純資産額                 21円41銭 

１株当たり当期純損失金額            8円82銭 

 

同左 

 

(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。 

 
 前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

   至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月 １日 

   至 平成20年３月31日） 

当期純損失(千円) 2,344,528 655,604 

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) 2,344,528 655,604 

期中平均株式数(千株) 55,834 74,312 

 

（重要な後発事象） 

 

前事業年度 

（自 平成18年４月 １日 

    至 平成19年３月31日） 

当事業年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 

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 

１．平成20年4月16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㈱シーサイドの株式の一部

を平成20年4月17日をもって譲渡いたしました。 

その概要は次のとおりです。 

(1)異動する子会社の概要 

① 商号 株式会社シーサイド 

② 代表者 代表取締役 早川良一 

③ 設立年月日 平成16年7月8日 

④ 資本金の額 80,000千円 

⑤ 主な事業内容  

VODシステムの企画・開発・販売 

各種配信システムの企画・開発販売 等 

⑥ 発行済株式総数 1,600千株 

⑦ 異動前の株主構成 

㈱バーテックスリンク 100% 

(2)株式の譲渡先 

Ａ．譲渡先（その１） 

① 商号 フォーラム フロンティア ネットワー  

ク株式会社（ＦＦＮ） 

② 本店所在地 千代田区九段北一丁目 

③ 代表者 代表取締役 渡邉敏樹 

④ 主な事業内容 コールセンター事業 

         VODシステム販売事業 

⑤ 当社との関係 人的・資本的・取引関係・関連 

当事者関係はない。 

Ｂ．譲渡先（その２） 

① 氏名 神崎博正氏 

② 当社との関係 

資本関係：該当事項なし。 

人的関係：同氏は㈱シーサイドに勤務する他社
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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） 

当事業年度 

（自 平成19年４月 １日 

    至 平成20年３月31日） 

からの出向社員である。 

(3)譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有状況 

① 譲渡株式数 1,408千株 

② 譲渡価額 22,528千円 

③ 譲渡前の所有株式の状況 1,600千株（100%） 

④ 譲渡後の所有株式の状況 192千株（12%） 

⑤ 譲渡後の株主構成 

FFN     768千株（所有割合48%） 

神崎博正氏  640千株（所有割合 40%） 

当社     192千株（所有割合 12%） 
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７．その他 

 該当事項はありません。 

 

 

 


