
 

平成 20 年８月 14 日 

各   位 

                                         会 社 名       株式会社ベンチャー・リンク 

                    代表者名 代表取締役社長 松本信彦 

                     （コード番号９６０９ 東証第１部） 

問合せ先 経理部ＩＲ室長 平柳裕章 

                   TEL．０３－５８２７－７２１１ 

 

 

業績予想の修正及び特別損失の計上に関するお知らせ 

 

 最近の業績の動向を踏まえ、平成 20 年２月 14 日に発表しました平成 20 年 12 月期（平成 20 年１日１

日～12 月 31 日）の中間業績予想を下記の通り修正いたしましたので、お知らせいたします。また、特別

損失を計上することとなりましたので、その概要についてお知らせいたします。 

 

記 

 

１．平成 20 年 12 月期中間業績予想の修正（平成 20 年１月１日～６月 30 日） 

 

（１）連結業績予想 

                                                   （単位：百万円） 

 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（円）

前回発表予想(A) 9,200 △1,300 △1,300 △1,500 △11.77

今回修正予想(B) 7,240 △3,030 △3,550 △4,260 △33.43

増減額(B-A) △1,960 △1,730 △2,250 △2,760 △21.66

増減率(％) △21.3 － － － －
参考：前期実績 

（平成 19 年 12 月期中間） 
9,083 △209 △210 △411 △3.22

 

（２）個別業績予想 

                                       （単位：百万円） 

  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（円）

前回発表予想(A) 4,000 △670 △450 △550 △4.32

今回修正予想(B) 3,100 △2,180 △2,580 △3,620 △28.41

増減額(B-A) △900 △1,510 △2,130 △3,070 △24.09

増減率(％) △22.5 － － － －
参考：前期実績 

（平成 19 年 12 月期中間） 
4,667 △412 △245 △199 △1.56

 

 

２．連結・個別業績予想修正の理由 

米国におけるサブプライム住宅ローン問題や資源価格の高騰等、日本経済の景気減速に繋がる懸念

材料が数多く発生し、企業業績全般に悪化傾向が見られるなど、厳しい経営環境が続いております。当

社の顧客基盤であります中堅中小企業においてもその影響は避けられず、加えて資金調達環境の悪化
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も重なり、当社の営業活動は苦戦を強いられる中で進捗いたしました。 

そのような中において、当社グループは商品力強化およびアプローチする業界の選択・変更などに積

極的に取り組みましたものの、第２四半期で計画していた自動車関連業界向け本業支援案件での加盟

店募集が大きく未達成となり、売上高及び売上総利益額が予想を下回りました。その結果、販売費及び

一般管理費を吸収しきれず、営業損失は当初予想から大きく拡大しております。 

こうした状況の下、今後成長が見込まれる事業分野に経営資源を集中し、収益構造を抜本的に改善

すべく、本年７月 11 日に発表いたしましたグループ全社における希望退職者の募集による人員削減を中

心とした経営合理化策を実施した他、いくつかの事業分野においては年初より業容縮小を進めてまいり

ました。  

そのため、希望退職者への特別退職金支払いや事業撤退損失、及び事業所閉鎖損失等、特別損失

の計上が連結ベースで約 13 億円、個別ベースで約 14 億円発生し、中間純損失においても期初計画を

大きく下回ることとなっております。 

 

 

３．下期の活動方針 

下期において当社グループでは、事業領域の選択と集中による収益拡大と、経営合理化策によるコス

トダウン効果により、下半期の黒字化および経営の早期安定化を目指します。 

 

（１）コスト構造の改善 

本年7月に発表・実施した人員削減によって、約360百万円の固定費の圧縮が見込めます。業容縮小

した事業においては、現体制において収支バランスが取れる状態に速やかに移行し、安定した収益基盤

の構築に努めてまいります。 

 

（２）収益拡大 

・成長事業分野への経営資源の選択と集中 

・ビジネスマッチング領域の拡大 

・コンサルティング領域の充実 

「教育事業」「ライフサロン」「カーブス」の３つの成長が見込まれる事業分野に経営資源を集中して投下

し、各事業の成長と拡大に注力してまいります。また、複数の企業との新たなる業務提携を通じて商品力

を強化するとともに、中堅中小企業の本業支援として取引先の紹介や新商品・サービスの仲介に努めて

まいります。さらには、外食加盟店舗や食品製造業に対するコンサルティング領域を充実させ、安価に提

供することにより、収益の拡大を実現してまいります。 

 

（３）財務基盤の強化 

さらに、財務基盤の強化策として、子会社株式等の資産売却や資本提携等による資本増強を進めてま

いります。 

 

 

４．その他 

 平成 20 年 12 月期（平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 月 31 日）の連結並びに個別の通期業績予想

については、平成 20 年８月 15 日に予定しております中間決算発表時に発表させていただきます。 
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５．特別損失の計上及びその内容 

 

（１）連結 

 

ⅰ．事業撤退損失 

当社が直営で展開している焼肉事業等において、営業を続行することが不可能と判断される店舗に

関して撤退することを決定し、事業撤退損失 765 百万円を計上することといたしました。 

   主な内訳は以下の通りとなります。 

①減損損失計上            386 百万円 

②事業撤退損失引当金繰入計上  294 百万円 

③事業撤退損失計上             84 百万円 

 

  ⅱ．その他 

   本年７月 11 日に発表いたしましたとおり、今後成長が見込まれる事業分野に経営資源を集中し、収

益構造を改善すべく、希望退職制度の導入を中心とした人員削減による合理化を実施する他、事業

所の一部閉鎖を行うため、その他の特別損失 536 百万円を計上することといたしました。 

   主な内訳は以下の通りとなります。 

   ①希望退職による特別退職金計上 112 百万円 

   ②減損損失計上                100 百万円 

   ③固定資産除売却損計上         91 百万円 

   ④その他の計上                232 百万円 

 

（２）個別 

 

ⅰ．投資有価証券評価損及び関係会社株式評価損について 

当社が保有する非上場株式について、直近の財務状況から評価の検討を行った結果、平成 20 年

12 月期中間期末において減損処理に伴う投資有価証券評価損及び関係会社株式評価損 317 百万

円を計上することといたしました。 

 

①投資有価証券評価損計上（１社）   28 百万円 

②関係会社株式評価損計上 

・100％子会社３社              258 百万円 

・持分法適用関連会社１社        30 百万円 

 

平成 20 年 12 月期中間期末の投資有価証券評価損及び関係会社株式評価損の総額 

（Ａ）平成 20 年 12 月期中間期末の投資有価証券評価損及び関係会社株式評価損

の総額 
317 百万円

（Ｂ）平成 19 年 12 月期の純資産の額     （Ａ）／（Ｂ）×100 
8,249 百万円

（3.9％）

（Ｃ）最近５事業年度の経常利益の平均額   （Ａ）／（Ｃ）×100 
298 百万円

（106.5％）

（Ｄ）最近５事業年度の当期純利益の平均額 （Ａ）／（Ｄ）×100 
142 百万円

（222.4％）

 

3 



4 

 ⅱ．その他 

当社が直営で展開している焼肉事業等において、営業を続行することが不可能と判断される店舗に

関して撤退することを決定いたしました。また、本年７月 11 日に発表いたしましたとおり、今後成長が見

込まれる事業分野に経営資源を集中し、収益構造を改善すべく、希望退職制度の導入を中心とした

人員削減による合理化を実施する他、事業所の一部閉鎖を行うため、特別損失 1,133 百万円を計上

することといたしました。 

   主な内訳は以下の通りとなります。 

 

①事業撤退損失計上            765 百万円 

   ②希望退職による特別退職金計上 112 百万円 

   ③事業所閉鎖損失計上           59 百万円 

   ④その他の計上                196 百万円 

 

 

 

※上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 

実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 

以上 


