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 平成 21 年５月８日 

 

各      位 

 

会 社 名     株式会社 バーテックス リンク 

代表者名     代表取締役社長   南部 隆宏 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８１６） 

問合せ先   役職・氏名 

管理本部 本部長 竹田 順美男 

電話番号        ０３―５２５９―５１１０ 

 

 

平成 21 年３月期通期業績予想の修正及び特別損失の発生に関するお知らせ 

 

 最近の業績の動向等を踏まえ、平成 21 年３月４日付にて発表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」の平成 21 年３月期の通期業績予想を下記のとおり修正いたします。また、平成 21 年３

月期通期において特別損失が発生することとなりましたので、併せてお知らせいたします。 

 

記 

 

１． 平成21年３月期通期の業績予想修正（平成20年４月１日～平成21年３月31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 

前回予想（Ａ） 2,351 4 △55 △131

今回修正（Ｂ） 2,337 △28 △82 △189

増減額（Ｂ－Ａ） △14 △32 △27 △58

増 減 率 △5.9% ― ― ―

ご参考：前年同期実績 

（平成20年３月通期） 
1,913 △298 △345 △580

 

 

(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 

前回予想（Ａ） 344 △179 △155 △270

今回修正（Ｂ） 292 △181 △157 △282

増減額（Ｂ－Ａ） △52 △2 △2 △12

増 減 率 △15.1% ― ― ―

ご参考：前年同期実績 

（平成20年３月通期） 
459 △278 △254 △655

 

 

２． 修正の理由（連結及び単独） 

 通期売上高につきまして、ＩＴ関連事業に属するネットワークセキュリティ事業においては、

ネットワーク社会を背景とした情報セキュリティ市場の競争激化の影響を受け、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予想どおりに進展せず、ＩＴ関連事業におきまし

ては、前回予想 288 百万円に対して 56 百万円減の売上高 232 百万円となる見込みであります。 

 

 企業再生再編支援等・投融資関連事業のうち、会計業務支援事業につきましては、販売費及び

一般管理費の圧縮等によるリストラクチャリングに取り組んだ結果、当初計画した業績は達成す

ることは出来ませんでしたが、前回予想を 11 百万円上回る 337 百万円の売上高となる見込みであ

ります。 
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Ｍ＆Ａ仲介・資金調達事業につきましては、第４四半期において、仕掛り中の案件成立の遅延

等により当初計画していた業績を達成出来ず、売上高 76 百万円と前回予想に対して 59 百万円の

減少となる見込みであります。 

平成 21 年２月６日付で開示いたしました「株式会社エスグラント・アドバイザーズの株式取得

に関するお知らせ」に記載のとおり、当社は投融資事業の一貫として株式会社エスグラント・ア

ドバイザーズ（現社名：株式会社トラストアドバイザーズ）の全株式を平成 21 年２月６日付で取

得し連結子会社化し、不動産賃貸管理事業へ算入することになりました。前回予想時には企業再

生再編支援等・投融資関連事業セグメントとして、売上高 331 百万円を計画しておりましたが、

前回予想を 28 百万円上回る 360 百万円の売上高となる見込みであります。なお、当社グループ全

体の収益の中で、同事業の収益が重要度を増したため、平成 21 年３月期決算より不動産賃貸管理

事業として事業セグメントを新設し、独立することといたしました。 

従いまして、企業再生再編支援等・投融資関連事業におきましては、売上高 414 百万円と前回

予想に対して実質的に 47 百万円の減少となる見込みであります。 

なお、当社は、平成 21 年４月１日付にて開示いたしました「連結子会社の異動（譲渡）に関す

るお知らせ」に記載のとおり、当社グループの経営体制の再構築の一貫として会計業務・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

務及びデューディリジェンス業務を手がける当社の連結子会社である株式会社アガットコンサル

ティングの一部株式（86%相当分）を平成 21 年４月６日付にて譲渡し、連結子会社の対象外とな

り、今後は事業提携を実施していく方針であります。 

 

   不動産管理事業につきましては、前述のとおり前回予想を 28 百万円上回る 360 百万円の売上高

となる見込みであります。 

 

 セールスプロモーション事業につきましては、金融不安等の影響を受け販売促進費を大幅に見

直す企業が多く、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堅実な受注活

動を展開しました。 

また、当連結会計年度より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、新たな

収益基盤の確立を進めました。 

更に、平成 20 年 10 月１日付で、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（以下「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

とで、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した。 

その結果前回予想を 45 百万円上回る 880 百万円の売上高となる見込みであります。 

なお、当社は、平成 21 年４月 22 日付にて開示いたしました「連結子会社の株式の一部譲渡、

第三者割当増資及び連結子会社の異動に関するお知らせ」に記載のとおり、セールスプロモーシ

ョン事業を手がける当社の連結子会社であるジオブレインの一部株式（21.2%相当分）を平成 21

年４月 23 日付にて他社等に譲渡したため（当社出資比率 14.7％）、連結子会社の対象外となり、

ジオブレインとの事業提携は継続して実施していくものの、平成 22 年３月期については、実質的

にはセールスプロモーション事業を行わない方針であります。 

 

 フィナンシャルサービス事業につきましては、当連結会計年度より事業区分を変更した韓国の

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」）が、世界経

済の動向から伸びの鈍化はみられるものの、堅調な収益を確保し、前回予想を 14 百万円上回る

537 百万円の売上高となる見込みであります。 

 今後は、与信審査を厳格に行うことで貸倒リスクを回避し、堅調な増益を図る方針であります。 

 

以上により、売上高については、連結では 2,337 百万円（増減率 5.9 %減）、個別では 292 百万

円（増減率 15.1%減）となる見込みであります。営業利益及び経常利益につきましては、主に前

述した売上高の減少に起因する減少となります。当期純損益につきましては、連結・個別ともに

後述するａからｇの特別損失を計上する見通しであるため、前回予想に対して、連結では 58 百万

円損失が拡大し当期純損失 189 百万円、個別では 12百万円損失が拡大し当期純損失 282 百万円と

なる見込みであります。 
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（ご参考）セグメント別通期連結売上高予想            （単位：百万円） 

 前回予想 今回修正 増減額 

ＩＴ関連事業 288 232 △56 

企業再生再編支援等・投融資関連事業 790 414 △376 

不動産賃貸管理事業 ― 360 360 

セールスプロモーション事業 835 880 45 

フィナンシャルサービス事業 523 537 14 

その他 0 0 0 
※上記売上高には各セグメント間の内部売上を含みます。 

    
（注）事業区分に不動産賃貸管理事業を新設し、前回予想時において企業再生再編支援等・投融資関連 

事業に分類していた株式会社トラストアドバイザーズの事業区分を変更しました。 

 

 

３． 特別損失の発生及びその内容 

(1) 発生金額 

（単位：百万円） 

特別損失の項目 連結 個別 

ａ．前期損益修正損 17 ― 

ｂ．固定資産除却損 2 1 

ｃ．貸倒引当金繰入額 19 3 

ｄ．投資有価証券評価損 39 39 

ｅ．減損損失 51 ― 

ｆ．貸倒損失 19 ― 

ｇ．関係会社株式評価損 ― 218 

 

(2) 発生理由 

ａ．前期損益修正損 

  当社の連結子会社である Your Capital Co.,Limited（韓国）について、前期損益修正損と

して 17 百万円を計上する見込みであります。 

ｂ．固定資産除却損 

  当社の事業再構築に伴い遊休となる固定資産の除却費用について、１百万円を計上する見

込みであります。 

ｃ．貸倒引当金繰入額 

  当社の連結子会社であるＭ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社に対する貸付金の貸倒

引当金繰入額として３百万円を計上する見込みであります。 

ｄ．資有価証券評価損 

  当社の投資先である株式会社エンティス、株式会社シーサイド、株式会社ブロードティー

ヴィ及び Enova Technology Corporation（台湾）等の投資有価証券について、直近の財務状

況及び今後の事業計画等から判断して時価が下落しており、その回復可能性を鑑みて、39 百

万円の評価損を計上する見込みであります。 

ｅ．減損損失 

  連結子会社株式会社アガットコンサルティングの株式取得時ののれんを、同社の業績に基

づいて評価を行い、純資産及びディスカンウトキャッシュフローによる評価額の差額 51 百万

円を、減損損失として計上する見込であります。 

ｆ．貸倒損失 

  当社の連結子会社である株式会社ジオブレインについて、貸倒損失として 19 百万円を計上

する見込みであります。 

ｇ．関係会社株式評価損 

  当社の連結子会社であった日本キャリア・パートナーズ株式会社、株式会社アガットコン

サルティング及び持分法適用関連会社であった株式会社エー・エム・テクノロジーの株式の 

評価損 122 百万円を計上する見込みであります。 

  また、平成 21 年３月１日付でＭ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社に吸収合併した当

社の連結子会社である株式会社エー・エム・コンポジットの株式の評価損 95 百万円計上する

見込みであります。 
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（注）上記の業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて作成しており、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場合があります。 

 

                                          以上 


