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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 1,381 ― △724 ― △993 ― △1,668 ―
20年12月期第1四半期 3,389 △17.0 △1,542 ― △1,526 ― △1,562 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 △11.53 ―
20年12月期第1四半期 △12.26 ―

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

21年12月期第1四半期 4,532 110 1.6 0.34
20年12月期 5,573 473 7.7 3.36

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  71百万円 20年12月期  428百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

2,250 ― △1,200 ― △1,500 ― △2,250 ― △12.69

通期 4,000 △69.9 △1,700 ― △1,950 ― △2,750 ― △14.21
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の連結業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数
値と異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条第1項5号ただし書き
により、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 209,932,223株 20年12月期  127,932,223株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  506,957株 20年12月期  506,857株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 144,736,443株 20年12月期第1四半期 127,425,502株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間における当社グループの事業活動は、収益構造の再構築を進めるとと

もに、重要課題の一つであります財務基盤の安定化に向けて、資本増強および資金調達に注力致し

ました。 

資本増強については、平成 21 年 3 月 13 日付で 1,312 百万円の第三者割当増資を実施しており、

さらには、定時株主総会の特別決議を経て新株予約権（行使時調達額 1,056 百万円）を無償で発行

することも行いました。資金面については、日本振興銀行株式会社からのサポートにより、企業再

生を進める上での機動的な資金調達が可能となりました。 

収益構造においては、昨今の景気後退下でも必要とされる商品・サービスの提供や本業支援コン

サルティングに力を入れ、当社設立時からの基盤事業の拡大と、固定費削減による採算性の向上を

すすめてまいりました。 

事業再編により前年同期と比較して連結子会社7社が減少したため、売上高は前年同期比2,007百

万円減少いたしましたが、人件費および地代家賃などの固定費削減により、営業損失は前年同期比

818百万円改善しております。 

しかしながら、担保価値下落に伴う貸倒引当金繰入額の増加や、事業再編に伴う子会社株式の売

却損、ならびに外食事業の大幅縮小に伴う事業整理損等の追加計上が発生した影響から、営業外費

用 316 百万円、特別損失 767 百万円を計上するに至っております。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高 1,381 百万円（前年同期比 59.2％

減）、営業損失 724 百万円（前年同期営業損失 1,542 百万円）、経常損失 993 百万円（前年同期経常

損失 1,526 百万円）、四半期純損失 1,668 百万円（前年同四半期純損失 1,562 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。 

なお、昨今の事業再編に伴い、「会費・金融事業」「外食事業」「教育事業」「新事業」「その他の事

業」の事業セグメント５分類を、「外食事業」を「その他の事業」に含めることとし、「会員事業（会

費・金融事業から改称）」「教育事業」「新事業」「その他の事業」の４分類に変更しております。 

・会員事業 

中堅中小企業及び金融機関向けサービスや、ビジネスマッチングに関わる活動の売上により構成

される事業です。経営資源を集中投下し、新商品・新サービスの開発及びネットワークの拡大を図

っている段階でありますため、売上高は618百万円、営業損失236百万円となっております。 

・教育事業 

業務提携先との間で業務支援契約を一部出向契約に切り替えたことによって、売上高は前年同期

比 95 百万円減の 206 百万円となりましたが、負担すべき固定費が大幅に削減されたため、営業損失

は 251 百万円改善し、103 百万円となりました。 

・新事業 

子会社株式の譲渡（株式会社カーブスジャパン、株式会社ミッショナリー）や不採算事業の整理

により、売上高は前年同期比 1,270 百万円減の 334 百万円となりましたが、営業損失は 411 百万円

改善し、98百万円となりました。 

・その他の事業 

 当第１四半期連結累計期間より、保険事業（ライフサロン）を旧会費・金融事業から、また「外
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食事業」をこのセグメントに変更しております。子会社株式の譲渡（株式会社ＶＬｅ）や、ベンチ

ャーキャピタル事業の整理を行ったため、売上高は221百万円となりました。また、保険事業におい

て早急な固定費削減をすすめたものの、その影響は第２四半期連結累計期間以降となりますため、

285百万円の営業損失となっております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債、純資産の状況 

  当第１四半期連結累計期間における総資産は、前連結会計年度末と比較して1,040百万円減少し、

4,532 百万円となりました。これは、現金および預金が 472 百万円増加した一方で、受取手形および

売掛金が 590 百万円、および投資その他の資産が 759 百万円減少したことなどによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末と比較して 677 百万円減少し、4,421 百万円となりました。これは、

長期借入金が 549 百万円増加した一方で、短期借入金が 100 百万円、前受金が 139 百万円、未払金

が 515 百万円、事業整理損失引当金が 127 百万円減少したことなどによるものです。 

  純資産については、増資により資本金および資本剰余金が 1,312 百万円増加したものの、利益剰

余金が 1,668 百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末と比較して 362 百万円減少し、110

百万円となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期

純損失 1,651 百万円を計上したこと等により、△1,175 百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、貸付金の回収による収入が 130 百万円あったこと等によ

り、148 百万円となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入 1,307 百万円、および借入金によ

る収入 786 百万円があったこと等により、1,503 百万円となりました。 

その結果、現金及び現金同等物の残高は 1,008 百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年 12 月期第 2 四半期累計期間および通期の業績予想に関しましては、株式譲渡による連

結除外子会社が第 2 四半期連結会計期間以降で 5 社発生する予定であることや、第 1 四半期連結累

計期間における特別損失の計上の影響を鑑み、平成 21 年 2 月 24 日に公表いたしました業績予想を

修正しております。詳しくは、本日（平成 21 年 5 月 13 日）別途公表いたしました「業績予想の修

正および特別損失・利益の計上に関するお知らせ」をご覧ください。 

 

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） 

  該当事項はありません。 

 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  ① 固定資産の減価償却の算定方法 
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    定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法を採用しております。 

  ② 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

    一般債権の貸倒見積高の算定方法については、前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定

しております。 

  ③ 棚卸資産の評価方法 

    当第１四半期連結累計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前連結会計年

度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 

 (3) 四半期連結表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用しておりま

す。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 

平成 18 年７月５日）が適用されたことに伴い、評価基準については、原価法から原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これによる損益に与える影響はあ

りません。 

③ 当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する

当面の取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年 5 月 17 日）を適用しております。 

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  ④ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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したが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平

成 5年 6月 17 日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年 3 月 30 日改正））及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成 6年 1月 18 日（日本公

認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年 3 月 30 日改正））が平成 20 年 4月 1日以降開始

する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに

伴い、第１四半期連結累計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用してお

ります。これによる損益に与える影響はありません。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,009,335 537,230

受取手形及び売掛金 718,985 1,309,196

営業投資有価証券 261,636 609,836

投資損失引当金 △195,954 △518,373

営業貸付金 79,466 112,205

たな卸資産 157,242 202,211

短期貸付金 507,134 530,966

未収入金 535,695 552,843

その他 358,964 385,349

貸倒引当金 △1,227,644 △1,266,769

流動資産合計 2,204,862 2,454,698

固定資産   

有形固定資産 158,385 167,531

無形固定資産 289,001 310,774

投資その他の資産   

投資有価証券 554,380 669,961

長期貸付金 958,219 1,056,114

差入保証金 781,331 1,165,270

破産更生債権等 1,063,226 1,103,465

その他 739,478 652,368

貸倒引当金 △2,216,383 △2,007,174

投資その他の資産合計 1,880,252 2,640,006

固定資産合計 2,327,638 3,118,311

資産合計 4,532,501 5,573,010

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 408,491 473,481

短期借入金 151,400 251,400

1年内返済予定の長期借入金 187,502 48,433

未払金 957,353 1,473,024

未払法人税等 45,962 79,306

賞与引当金 51,302 53,893

事業構造改善引当金 120,271 115,271

事業整理損失引当金 527,458 655,263

前受金 554,018 693,912

その他 294,148 462,309

流動負債合計 3,297,908 4,306,296
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

固定負債   

長期借入金 477,568 67,433

退職給付引当金 43,272 48,304

長期預り保証金 568,477 583,714

その他 34,716 94,102

固定負債合計 1,124,035 793,554

負債合計 4,421,943 5,099,850

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,881,040 13,225,040

資本剰余金 656,555 555

利益剰余金 △13,729,442 △12,060,771

自己株式 △626,206 △626,204

株主資本合計 181,946 538,619

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,098 △27,555

為替換算調整勘定 △88,677 △82,425

評価・換算差額等合計 △110,775 △109,980

少数株主持分 39,385 44,520

純資産合計 110,557 473,160

負債純資産合計 4,532,501 5,573,010
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,381,409

売上原価 491,515

売上総利益 889,893

販売費及び一般管理費 1,614,161

営業損失（△） △724,267

営業外収益  

受取利息 5,912

受取賃貸料 26,367

雑収入 15,160

営業外収益合計 47,440

営業外費用  

支払利息 14,041

貸倒引当金繰入額 223,060

賃貸収入原価 24,854

雑損失 54,542

営業外費用合計 316,498

経常損失（△） △993,325

特別利益  

関係会社株式売却益 72,569

その他 36,526

特別利益合計 109,096

特別損失  

関係会社株式売却損 232,312

事業整理損失引当金繰入額 283,233

その他 251,935

特別損失合計 767,481

税金等調整前四半期純損失（△） △1,651,709

法人税、住民税及び事業税 22,096

法人税等合計 22,096

少数株主損失（△） △5,135

四半期純損失（△） △1,668,671
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,651,709

減価償却費 29,329

貸倒引当金の増減額（△は減少） 376,667

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 166,879

受取利息及び受取配当金 △5,912

支払利息 14,041

関係会社株式売却損益（△は益） 159,742

売上債権の増減額（△は増加） 302,502

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,490

仕入債務の増減額（△は減少） △17,051

前受金の増減額（△は減少） △130,699

その他の負債の増減額（△は減少） △535,643

その他 158,928

小計 △1,126,435

利息及び配当金の受取額 5,916

利息の支払額 △11,977

法人税等の支払額 △43,477

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,175,973

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △141,950

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△13,992

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

45,702

貸付金の回収による収入 130,794

その他 128,430

投資活動によるキャッシュ・フロー 148,983

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 71,000

短期借入金の返済による支出 △181,000

長期借入れによる収入 715,000

長期借入金の返済による支出 △390,795

株式の発行による収入 1,307,408

その他 △18,201

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,503,410

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 472,104

現金及び現金同等物の期首残高 535,949

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,008,054

㈱ベンチャー・リンク（9609）　平成21年12月期　第１四半期決算短信

9



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4)継続企業の前提に関する注記 

 当社グループは、当第１四半期連結累計期間において売上高の著しい減少、重要な営業損失、経常

損失及び四半期純損失を計上したこと、並びに重要なマイナスの営業キャッシュ・フローを計上した

ことから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。 

 当社グループは、当該状況を解消するため平成 20 年７月に作成した収益基盤の強化、コスト構造の

改善という収益力回復の再生プランとこれらを支える財務基盤の強化に努めて参りました。特に財務

基盤につきましては、第三者割当増資の実施や借入金の実行により強化の見通しが立っております。 

 

１． 収益基盤の強化 

創業時より取り組んで参りましたビジネスマッチングに注力し、原点回帰の事業再編成を行っ

ております。中堅中小企業の本業支援・コストダウンにつながる事業領域において、外部企業と

の業務提携に積極的に取り組み、商品力の強化を図るとともに、機動的な経営マネジメントスタ

イルと組織改変を通じて、新たな収益獲得も見据えた収益基盤の強化を図って参ります。 

 

２． コスト構造の改善 

   売上高に占める「ベース収入」（会費やロイヤリティ、商品販売等の継続的な収入）の水準にま

で販売費及び一般管理費を引き下げ、「スポット収入」（加盟金などの一過性の収入）に頼らずに

利益を確保できる経営の実現を目指します。当第１四半期連結累計期間には本社移転を含めた全

事業所の移転・縮小を進め、前年同期比 212 百万円のコスト削減を実現しております。また、各

事業の採算ラインを見据えた人員最適化を進め、人件費については前年同期比 608 百万円のコス

トダウンを実現しております。今後もさらなるコストダウンを進めて参ります。 

 

３． 財務基盤の強化 

   当第１四半期連結累計期間において、1,312 百万円の第三者割当増資及び 700 百万円の借入金が

実行された結果、財務基盤の強化を図ることが出来ました。日本振興銀行株式会社との間には資

金面での支援意向を受けており、かつ、事業上の業務提携を進めることでさらなる強化を図って

まいります。 

 

   四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響

を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成 21 年 3 月 13 日付で、ＮＩＳパートナーズ・ファンド１号投資事業組合および株式会

社光通信の 2 社から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１四半期連結累計期間に

おいて資本金が 656 百万円、資本準備金が 656 百万円増加し、当第１四半期連結累計期間末において

資本金が 13,881 百万円、資本準備金が 656 百万円となっております。 

 

 

 

「参考資料」 

（要約）前年同四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間 

( 自 平成 20 年１月１日 

至 平成 20 年 3月 31 日) 科  目 
金  額（千円） 

Ⅰ 売上高 3,389,007

Ⅱ 売上原価 1,529,564

売上総利益 1,859,442

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,402,393

営業損失（△） △1,542,950

Ⅳ 営業外収益 111,338

Ⅴ 営業外費用 95,282

経常損失（△） △1,526,894

Ⅵ 特別利益 27,550

Ⅶ 特別損失 23,689

税金等調整前四半期純損失（△） △1,523,033

法人税、住民税及び事業税 
少数株主利益 

31,300

8,231

四半期純損失（△） △1,562,566
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（要約）前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年 1月 1 日 

至 平成 20 年 3月 31 日) 科目 
金  額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  
  税金等調整前第１四半期純損失（△） △1,523,033 

   減価償却費 179,170 

  売上債権の増減額（増加:△） 704,935 

  たな卸資産の増減額(増加:△) △62,109 

  仕入債務の増減額(減少:△) △181,255 

  投資有価証券売却損益 △48,557 

前受金の増減額(減少:△) △102,634 

その他営業負債の増減額(減少:△) △216,997 

  法人税等の支払額 △275,945 

   その他 △446,836 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,973,263 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

   有形無形固定資産の取得による支出 △265,103 

   投資有価証券の売却による収入 128,396 

   貸付による支出 △810,225 

   貸付金の回収による収入 775,302 

   その他 △41,633 

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,263 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

   投資事業組合等の少数株主への払戻による支出 △65,370 

   その他 △38,903 

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,273 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △14,767 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △2,305,568 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 4,492,901 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第１四半期末残高 2,187,332 
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