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平成21年６月29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  早川 良一 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード９８１６） 

問合せ先 役職・氏名            

取締役 ＣＦＯ兼管理本部長  竹田 順美男 

電  話     ０３―５５２１―６１３０ 
 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成21年３月期決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成21年５月15日に公表いたしました「平成21年３月期決算短信」につきまして、記載事項の一部

に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。 

 

 

記 

 

 

１．訂正理由 

 決算短信の訂正の主な理由としまして、当社は平成 21年２月６日付で、不動産賃貸管理事業セグ

メントの株式会社トラストアドバイザーズ（以下「当該会社」）の全株式を取得し連結子会社といた

しました。当該会社が当社の連結子会社となり２ヶ月間という短期間で決算を迎え、不動産賃貸管理

事業の賃貸借取引について、その精査・検証が充分になされませんでした。そのため、決算短信発表

後、有価証券報告書作成過程の中で改めて精査を行った結果、会計監査人より指摘を受け、事業セグ

メントの変更、勘定科目の修正等数値及び文言の記載に誤りがあったため一部訂正いたします。 

 

 

２．訂正箇所及び訂正内容 

 訂正箇所及び訂正内容は以下のとおりです。なお、訂正箇所及び訂正内容を下線・太字で表示して

おります。 
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１ページ 

（訂正前） 

 １．平成21年３月期連結業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

  (1) 連結経営成績 

 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  ％ ％ ％ 

21年3月期 △2 57  ― △13.6    △ 2.5   △ 1.1   

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

 

（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 

21年3月期 3,058 1,437 46.5 19 34 

20年3月期 2,667 1,620 58.4 20 96 
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（訂正後） 

 １．平成21年３月期連結業績（平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

  (1) 連結経営成績 

 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  ％ ％ ％ 

21年3月期 △2 60  ― △13.6    △ 2.5   △ 1.1   

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

 

（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 

21年3月期 3,058 1,437 42.0 19 34 

20年3月期 2,667 1,620 58.4 20 96 
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３ページ ～ ４ページ 

（訂正前） 

1．経営成績 

１．経営成績に関する分析 

（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 

②企業再生再編支援等・投融資関連事業 

  企業再生再編支援等・投融資関連事業につきましては、昨今の景気後退による企業倒産件数の増加が追い風

となり、企業再生に対するニーズが高く多様なビジネス機会がありました。しかし、会計業務支援事業につき

ましては、売上高に比較して売上原価が利益を圧迫すると言う事業構造上の問題により、当初計画した業績は

達成することが出来ませんでした。 

  また、Ｍ＆Ａ仲介・資金調達事業につきましても、案件自体は多数存在したものの、仕掛り中の案件成立の

遅延やＭ＆Ａ仲介先及び資金調達先からの手数料の支払い遅延等により、当初計画していた業績を達成するこ

とが出来ませんでした。 

  さらに、前連結会計年度に新規事業として立ち上げました人材紹介事業につきましては、平成 21年１月５

日付で開示いたしました「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、予想を上回る速さ

での世界的な景気後退に伴う雇用状況の著しい悪化により、当初計画の業績を達成することが出来ずに同事業

からの撤退を余儀なくされました。 

 しかし、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。株式取得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341百万円を計画しておりましたが、当初予想を19百万円上回る360百万円の売上高となり

ました。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。 

また、前連結会計年度に連結子会社化したYour Capital Co.,Limited（韓国）の事業区分を、当連結会計年

度より新設したフィナンシャルサービス事業に変更いたしました。 

この結果、企業再生再編支援等・投融資関連事業における売上高は413百万円（前年同期比197百万円減少）、

営業利益は88百万円（前年同期比50百万円減少）となりました。 

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。 
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（訂正後） 

1．経営成績 

１．経営成績に関する分析 

（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 

②企業再生再編支援等・投融資関連事業 

  企業再生再編支援等・投融資関連事業につきましては、昨今の景気後退による企業倒産件数の増加が追い風

となり、企業再生に対するニーズが高く多様なビジネス機会がありました。しかし、会計業務支援事業につき

ましては、売上高に比較して売上原価が利益を圧迫すると言う事業構造上の問題により、当初計画した業績は

達成することが出来ませんでした。 

  また、Ｍ＆Ａ仲介・資金調達事業につきましても、案件自体は多数存在したものの、仕掛り中の案件成立の

遅延やＭ＆Ａ仲介先及び資金調達先からの手数料の支払い遅延等により、当初計画していた業績を達成するこ

とが出来ませんでした。 

  さらに、前連結会計年度に新規事業として立ち上げました人材紹介事業につきましては、平成 21年１月５

日付で開示いたしました「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、予想を上回る速さ

での世界的な景気後退に伴う雇用状況の著しい悪化により、当初計画の業績を達成することが出来ずに同事業

からの撤退を余儀なくされました。 

 しかし、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。株式取得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341百万円を計画しておりましたが、当初予想を19百万円上回る360百万円の売上高となり

ました。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。 

また、前連結会計年度に連結子会社化したYour Capital Co.,Limited（韓国）の事業区分を、当連結会計年

度より新設したフィナンシャルサービス事業に変更いたしました。 

この結果、企業再生再編支援等・投融資関連事業における売上高は413百万円（前年同期比197百万円減少）、

営業利益は48百万円（前年同期比89百万円減少）となりました。 

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。 
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５ページ ～ ６ページ 

（訂正前） 

1．経営成績 

１．経営成績に関する分析 

（２）次期の見通し 

 

②企業再生再編事業 

Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社において企業再生再編事業を展開しております。 

企業再生再編関連事業及びＭ＆Ａ関連事業につきましては、民事再生を中心とした企業再建再編案件のアド

バイザリー業務により、企業再建再編ビジネスに関るノウハウを蓄積するとともに、売上の確保を図ってまり

ます。また、業務の専門知識を有する複数の事業パートナーと提携することで、機会損失を減らし売上の増大

を目指してまいります。 

なお、Ｍ＆Ａ関連事業につきましては、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進めてまいります。 

資金調達支援事業につきましては、中堅上場企業の事業拡大及び資本政策のアドバイザリーに特化してまり

ます。また、資金提供元につきましては、資金調達を迅速かつ円滑に進める目的として、国外からの複数の資

金提供ルートの確保と資金提供枠の確保に注力してまります。 

 

企業再生再編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     300百万円（前年同期比113百万円減）※ 

          営業利益    116百万円（前年同期比28百万円増）※ 

※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。 

（訂正後） 

1．経営成績 

１．経営成績に関する分析 

（２）次期の見通し 

 

②企業再生再編事業 

Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社において企業再生再編事業を展開しております。 

企業再生再編関連事業及びＭ＆Ａ関連事業につきましては、民事再生を中心とした企業再建再編案件のアド

バイザリー業務により、企業再建再編ビジネスに関るノウハウを蓄積するとともに、売上の確保を図ってまり

ます。また、業務の専門知識を有する複数の事業パートナーと提携することで、機会損失を減らし売上の増大

を目指してまいります。 

なお、Ｍ＆Ａ関連事業につきましては、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進めてまいります。 

資金調達支援事業につきましては、中堅上場企業の事業拡大及び資本政策のアドバイザリーに特化してまり

ます。また、資金提供元につきましては、資金調達を迅速かつ円滑に進める目的として、国外からの複数の資

金提供ルートの確保と資金提供枠の確保に注力してまります。 

 

企業再生再編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     300百万円（前年同期比113百万円減）※ 

          営業利益    116百万円（前年同期比68百万円増）※ 

※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。 
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７ページ 

（訂正前） 

 １.経営成績 

  1.経営成績に関する分析 

（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、国内グループ会社につきましては、株式会社アガットコンサルティングが外部金

融機関からの借入により40百万円を資金調達いたしました。 

当社保有資金より、ユア・キャピタル社に対する増資引受けによる株式取得156百万円・普通社債

50百万円の計206百万円を投資いたしました。 

当社及び当社グループ保有資金より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）の株式取得 130百万円及び子会社に対する貸付金として、平成 21年１月５

日付で株式譲渡した日本キャリア・パートナーズ株式会社へ運転資金として 50百万円、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 10百万円、株式会社トラストアドバイザーズへ運

転資金として 80百万円の計 140百万円を貸付いたしましたので、合わせて 516百万円の資金使途と

なりました。 

   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50百万円の引受けと同様に、銀行借入等による資金調達約512百万円を実施してお

ります。次期につきましても、銀行借入等500百万円を見込んだ事業計画を策定し、収益の確実な増

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。 

 

（訂正後） 

１.経営成績 

  1.経営成績に関する分析 

（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、国内グループ会社につきましては、株式会社アガットコンサルティングが外部金

融機関からの借入により40百万円を資金調達いたしました。 

当社保有資金より、ユア・キャピタル社に対する増資引受けによる株式取得156百万円・普通社債

50百万円の計206百万円を投資いたしました。 

当社及び当社グループ保有資金より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）の株式取得 130百万円及び子会社に対する貸付金として、平成 21年１月５

日付で株式譲渡した日本キャリア・パートナーズ株式会社へ運転資金として 50百万円、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 10百万円、株式会社トラストアドバイザーズへ運

転資金として 80百万円の計 140百万円を貸付いたしましたので、合わせて 516百万円の資金使途と

なりました。 

   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50百万円の引受けと同様に、銀行借入等による資金調達約420百万円を実施してお

ります。次期につきましても、銀行借入等500百万円を見込んだ事業計画を策定し、収益の確実な増

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。 
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８ページ 

（訂正前） 

1．経営成績 

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390百万円増加し3,058百万円、自己資本は169百万

円減少の1,423百万円となり、自己資本比率は46.5％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273百万円の減少、売掛債権が14百万円の減少となりましたが、

営業貸付金が98百万円増加したため、前連結会計年度と比べ60百万円減少の2,223百万円となりました。 

固定資産は、主に投資有価証券が売却及び評価損等の計上により103百万円の減少となりましたが、連結子会

社株式会社トラストアドバイザーズののれん計上532百万円により、前連結会計年度と比べ451百万円増加の834

百万円となりました。 

流動負債は、主に買掛金が55百万円増加し、171百万円となりましたが、預り金等の147百万円増加及び借入

金返済予定額224百万円増加に伴い、前連結会計年度と比べ420百万円増加の1,089百万円となりました。 

   固定負債は、長期借入金が 115百万円減少し、預り保証金が341百万円増加したことにより、前連結会計年度

と比べて152百万円増加の531百万円となりました。 

 

（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201百万円減少(前年同期比20.26％減少)し、

当連結会計年度末の残高は791百万円となりました。 

 

（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、440百万円(同 315百万円増加)となりました。この主

な内容は、営業貸付金の481百万円の増加、税金等調整前当期純損失73百万円の計上及び仕入債務55百万円

の増加によるものです。 

（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減少は、35百万円（同207百万円減少）となりました。この

主な内容は、子会社株式の取得による支出61百万円、差入保証金の支出29百万円によるものです。 

（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、346百万円（同92百万円減少）となりました。この

主な内容は、ユア・キャピタル社等の借入金調達による収入552百万円及びユア・キャピタル社の株式発行に

よる収入156百万円によるものです。 

 

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18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率 (％) 71.2 83.9 58.4 46.5 

時価ベースの自己資本比率(％) 126.1 127.8 52.9 24.3 

債務償還年数 (年) ― ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― ― 
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（訂正後） 

1．経営成績 

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390百万円増加し3,058百万円、自己資本は169百万

円減少の1,423百万円となり、自己資本比率は46.5％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273百万円の減少、売掛債権が14百万円の減少となりましたが、

営業貸付金が98百万円増加したため、前連結会計年度と比べ60百万円減少の2,223百万円となりました。 

固定資産は、主に投資有価証券が売却及び評価損等の計上により103百万円の減少となりましたが、連結子会

社株式会社トラストアドバイザーズののれん計上532百万円により、前連結会計年度と比べ451百万円増加の834

百万円となりました。 

流動負債は、主に買掛金が55百万円増加し、171百万円となりましたが、預り金等の147百万円増加及び借入

金返済予定額224百万円増加に伴い、前連結会計年度と比べ420百万円増加の1,089百万円となりました。 

   固定負債は、長期借入金が115百万円減少し、長期預り敷金保証金が341百万円増加したことにより、前連結

会計年度と比べて152百万円増加の531百万円となりました。 

 

（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201百万円減少(前年同期比20.26％減少)し、

当連結会計年度末の残高は790百万円となりました。 

 

（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、440百万円(同 315百万円増加)となりました。この主

な内容は、営業貸付金の481百万円の増加、税金等調整前当期純損失73百万円の計上及び売上債権80百万円

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減少は、35百万円（同207百万円減少）となりました。この

主な内容は、子会社株式の取得による支出61百万円、差入保証金の支出29百万円によるものです。 

（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、346百万円（同92百万円減少）となりました。この

主な内容は、ユア・キャピタル社等の借入金調達による収入552百万円及びユア・キャピタル社の株式発行に

よる収入156百万円によるものです。 

 

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18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率 (％) 71.2 83.9 58.4 42.0 

時価ベースの自己資本比率(％) 126.1 127.8 52.9 24.3 

債務償還年数 (年) ― ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ― ― 
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11 ページ 
（訂正前） 

2.企業集団の状況 

１．事業の内容 

 

［事業の内容］ 

事業区分 事業内容 取扱会社 

その他事業 ・複合部材事業                 

 

（注） 

１．当連結会計年度より事業区分にフィナンシャルサービス事業を新設し、前連結会計年度において企業再生・

投融資関連事業に分類していたYour Capital Co.,Limited（韓国）の事業区分を変更しました。 

２．前連結会計年度の事業区分において企業再生再編支援等・投融資関連事業、ロジスティックマネジメント事

業の名称を各々企業再生再編支援等・投融資関連事業、セールスプロモーション事業に名称変更しました。 

３．当連結会計年度より事業区分に不動産賃貸管理事業を新設しました。 

４．当社は株式会社エスグラント・アドバイザーズの株式を平成21年２月に取得し、不動産賃貸管理事業を事業

区分とする関係会社(連結子会社)とし、同月株式会社トラストアドバイザーズに商号変更しました。 

５．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、関係会社ではなくなりました。 

６．前連結会計年度において当社の連結子会社であったVertexLink（Asia）Limited（香港）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。 

７．前連結会計年度において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は、平成21年１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。 

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いました。 

９．Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社と株式会社エー・エム・コンポジットとは、平成21年３月をもっ

てＭ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社を存続会社とする吸収合併を行いました。 

１０．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ー・エム・テクノロジーは、平成20年12

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。 

１１．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アガットコンサルティングは、平成21年４月

に同社の株式の86%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。 

１２．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ジオブレインは、平成21年４月に同社の株式

の37.8%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。 
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（訂正後） 

2.企業集団の状況 

１．事業の内容 

 

［事業の内容］ 

事業区分 事業内容 取扱会社 

その他事業 ・複合部材事業 Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ㈱ 

 

（注） 

１．当連結会計年度より事業区分にフィナンシャルサービス事業を新設し、前連結会計年度において企業再生・

投融資関連事業に分類していたYour Capital Co.,Limited（韓国）の事業区分を変更しました。 

２．前連結会計年度の事業区分において企業再生再編支援等・投融資関連事業、ロジスティックマネジメント事

業の名称を各々企業再生再編支援等・投融資関連事業、セールスプロモーション事業に名称変更しました。 

３．当連結会計年度より事業区分に不動産賃貸管理事業を新設しました。 

４．当社は株式会社エスグラント・アドバイザーズの株式を平成21年２月に取得し、不動産賃貸管理事業を事業

区分とする関係会社(連結子会社)とし、同月株式会社トラストアドバイザーズに商号変更しました。 

５．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、関係会社ではなくなりました。 

６．前連結会計年度において当社の連結子会社であったVertexLink（Asia）Limited（香港）は、平成20年10月

に休業し、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さない

と判断したため、連結の範囲から除外しております。 

７．前連結会計年度において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は、平成21年１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。 

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いました。 

９．Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社と株式会社エー・エム・コンポジットとは、平成21年３月をもっ

てＭ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社を存続会社とする吸収合併を行いました。 

１０．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ー・エム・テクノロジーは、平成20年12

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。 

１１．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アガットコンサルティングは、平成21年４月

に同社の株式の86%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。 

１２．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ジオブレインは、平成21年４月に同社の株式

の21.25%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。 
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12ページ 

（訂正前） 

2.企業集団の状況 

2．事業の系統図 

 

Ｂ to Ｂ 
ビジネス分野 

ＩＴ関連事業 
・      
 

その他事業 
・      

 
顧客 

(企業・個人) 
 

 
顧客企業 

 

Ｂ to Ｂ 
ビジネス分野 

当社 

（当社オリジナル 

企画・サービス・ 

技術を付加） 

企業再生再編支援等・

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(株) 
・(株)アガットコンサル

ティング 

セールス 
プロモーション事業 
(連結子会社) 
・(株)ジオブレイン 

仕入 仕入 

ＩＴ先端技術・ 
製品・情報を有する企業 

アライアンス先 
（国内・海外） 

仕入・販売 

仕入 

販売 販売

アライアンス事業 

アライアンス 

事業 

アライアンス 

事業 

企業再生再編支援・ 

投融資コンサルティング・ 

人材紹介 

不動産賃貸管理

事業 
(連結子会社) 
・(株)トラスト 
アドバイザーズ 
 

フィナンシャル

サービス事業 
(連結子会社) 
・Your Capital 
Co.,Limited 
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（訂正後） 

2.企業集団の状況 

2．事業の系統図 

Ｂ to Ｂ 
ビジネス分野 

ＩＴ関連事業 
・㈱バーテック

スリンク 

その他事業 
(連結子会社) 
・Ｍ＆Ａグロ

ーバル・パー

トナーズ㈱ 

 
顧客 

(企業・個人) 
 

 
顧客企業 

 

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） 

企業再生再編支援等・

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(株) 
・(株)アガットコンサル

ティング 

セールス 
プロモーション事業 
(連結子会社) 
・(株)ジオブレイン 

仕入 仕入 

ＩＴ先端技術・ 
製品・情報を有する企業 

アライアンス先 
（国内・海外） 

仕入・販売 

仕入 

販売 販売

アライアンス事業 

アライアンス 

事業 

アライアンス 

事業 

企業再生再編支援・ 

投融資コンサルティング 

不動産賃貸管理

事業 
(連結子会社) 
・(株)トラスト 
アドバイザーズ 
 

フィナンシャル

サービス事業 
(連結子会社) 
・Your Capital 
Co.,Limited 
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13ページ 

（訂正前） 

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）       

Your  

Capital 

Co.,Limited 

韓国 

ソウル市 

百万ウォン

3,532 

フィナンシャルサ

ービス事業 
48.9 

・役員の兼任あり 

・資金投融資あり 
(注)６ 

 

（訂正後） 

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）       

Your  

Capital 

Co.,Limited 

韓国 

ソウル市 

百万ウォン

2,000 

フィナンシャルサ

ービス事業 
48.9 

・役員の兼任あり 

・資金投融資あり 
(注)６ 

 

 

13 ページ 

（訂正前） 

 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 

㈱トラスト 

アドバイザーズ 
ユア・キャピタル社 

(1) 売上高 880,341 337,924 360,819 537,714 

(2) 経常利益 49,767 5,294 45,523 136,218 

(3) 当期純利益 25,307 4,141 33,065 93,961 

(4) 純資産額 69,796 42,026 △317,783 362,545 

(5) 総資産額 289,066 116,016 395,148 1,284,112 

 

（訂正後） 

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 

㈱トラスト 

アドバイザーズ 
ユア・キャピタル社 

(1) 売上高 880,341 337,924 360,819 537,714 

(2) 経常利益 49,767 5,294 45,523 136,218 

(3) 当期純利益 23,310 4,141 33,065 93,961 

(4) 純資産額 67,799 42,026 △317,783 362,545 

(5) 総資産額 287,069 116,016 395,148 1,284,112 
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18 ページ 

（訂正前） 

４．連結財務諸表 

  (2) 連結貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

固定負債     

社債  92,001 ※２ 21,090 

長期借入金  279,411 ※２ 163,513 

退職給付引当金  649  491 

役員退職慰労引当金  3,048  4,554 

預り保証金  －  341,585 

その他  3,350  － 

固定負債合計  378,459  531,234 

負債合計  1,047,747  1,620,968 

     

 

（訂正後） 

４．連結財務諸表 

  (2) 連結貸借対照表 

  (単位：千円)

 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

固定負債     

社債  92,001 ※２ 21,090 

長期借入金  279,411 ※２ 163,513 

退職給付引当金  649  491 

役員退職慰労引当金  3,048  4,554 

長期預り敷金保証金  －  341,585 

その他  3,350  － 

固定負債合計  378,459  531,234 

負債合計  1,047,747  1,620,968 
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32 ページ 

（訂正前） 

 表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月 １日 

至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結貸借対照表） 

１. 前連結会計年度において、流動負債の「その

他」に含めておりました「預り金」は、重要性

が増したため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。なお、前連結会計年度の流動負債

の「その他」に含まれる「預り金」は、11,539

千円であります。 

２. 前連結会計年度において、固定負債の「その

他」に含めておりました「預り保証金」は、負

債及び純資産の合計額の100分の５を超えたた

め、当連結会計年度より区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の固定負債の「その他」

に含まれる「預り保証金」は、3,350千円であり

ます。 

 

（訂正後） 

 表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月 １日 

至 平成21年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結貸借対照表） 

１. 前連結会計年度において、流動負債の「その

他」に含めておりました「預り金」は、重要性

が増したため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。なお、前連結会計年度の流動負債

の「その他」に含まれる「預り金」は、11,539

千円であります。 

２. 前連結会計年度において、固定負債の「その

他」に含めておりました「長期預り敷金保証金」

は、負債及び純資産の合計額の100分の５を超

えたため、当連結会計年度より区分掲記してお

ります。なお、前連結会計年度の固定負債の「そ

の他」に含まれる「長期預り敷金保証金」は、

3,350千円であります。 
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33 ページ 

（訂正前） 

注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

※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 

営業貸付金 131,430千円 

差入保証金    4,014千円  

 合  計 135,444千円  

営業貸付金 836,218千円 

差入保証金    3,549千円  

 合  計 839,767千円  
  

 

（訂正後） 

注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

※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 

営業貸付金 131,430千円 

差入保証金    4,014千円  

 合  計 135,444千円  

営業貸付金 836,218千円  
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40 ページ 

（訂正前） 

4．連結財務諸表 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

 
ＩＴ関連 

事業 
(千円) 

企業再生再編
支援等・投融
資関連事業 
(千円) 

不動産 
賃貸 

管理事業 
(千円) 

セールスプロ
モーション 

事業 
(千円) 

フィナンシャ
ルサービス 

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 
235,204 341,696 360,819 861,664 537,714 － 2,337,099 － 2,337,099 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
984 72,106 － 19,017 － － 92,107 （92,107） － 

計 236,189 413,802 360,819 880,681 537,714 － 2,429,207 （92,107） 2,337,099 

営業費用 242,819 325,425 327,473 830,300 390,661 797 2,117,479 245,877 2,363,357 

営業損益(△は損失) △6,630 88,376 33,346 50,380 147,052 △797 311,728 △337,985 △26,257 

Ⅱ資産、減価償却費及び 

資本的支出 
    

 
    

資産 112,297 131,706 787,165 292,899 1,290,620 － 2,614,688 443,819 3,058,508 

減価償却費 737 1,740 680 1,940 773 － 5,872 3,402 9,275 

減損損失 － 53,498 － － － － 53,498 － 53,498 

資本的支出 － 1,818 2,813 1,981 735 － 7,348 － 7,348 

 

（訂正後） 

4．連結財務諸表 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

 
ＩＴ関連 

事業 
(千円) 

企業再生再編
支援等・投融
資関連事業 
(千円) 

不動産 
賃貸 

管理事業 
(千円) 

セールスプロ
モーション 

事業 
(千円) 

フィナンシャ
ルサービス 

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 
235,204 341,696 360,819 861,664 537,714 － 2,337,099 － 2,337,099 

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
984 72,106 － 19,017 － － 92,107 （92,107） － 

計 236,189 413,802 360,819 880,681 537,714 － 2,429,207 （92,107） 2,337,099 

営業費用 242,819 365,327 327,473 830,300 390,661 797 2,157,381 205,976 2,363,357 

営業損益(△は損失) △6,630 48,475 33,346 50,380 147,052 △797 271,826 △298,084 △26,257 

Ⅱ資産、減価償却費及び 

資本的支出 
    

 
    

資産 112,297 226,168 867,981 295,812 1,290,620 － 2,792,879 265,629 3,058,508 

減価償却費 4,009 15,864 10,528 2,148 2,884 － 35,437 3,402 38,840 

減損損失 － 53,498 － － － － 53,498 － 53,498 

資本的支出 3,457 1,011 484,734 3,023 4,743 － 496,971 － 496,971 
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43 ページ 

（訂正前） 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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 ―  

 

 繰延税金負債（流動項目） 

  繰延税金負債（固定項目）合計     ― 

    

  繰延税金資産の純額   ― 

  

 繰延税金資産（固定項目） 21  

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（固定項目）小計 2,447,944  

評価性引当額 △2,447,923 

繰延税金資産（固定項目）合計 21  

  

  繰延税金負債（固定項目）  

    繰延税金負債（固定項目）合計  

  

繰延税金資産の純額 21   

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 13,257  

  賞与引当金 7,448  

  その他 18,347  

   繰延税金資産（流動項目）小計 39,053  

  評価性引当額 △31,699 

   繰延税金資産（流動項目）合計 7,354  

  

 繰延税金資産（固定項目）  

  繰越欠損金 2,035,953  

  投資有価証券評価損 164,973  

  関係会社株式評価損 113,778 

  破産更正債権の減額 74,408  

  長期未収入金の減額 66,624  

  関係会社事業損失引当金 39,786 

  その他 2,112  

   繰延税金資産（固定項目）小計 2,497,637  

  評価性引当額 △2,497,637 

   繰延税金資産（固定項目）合計 ―  

  

 繰延税金負債（流動項目）  

   未収事業税 777 

   子会社の売却に伴う税効果 13,828 

  評価性引当額 △777 

   繰延税金負債（流動項目）小計 13,828 
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（訂正後） 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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 ―  

 

 繰延税金負債（流動項目） 

  繰延税金負債（固定項目）合計     ― 

    

  繰延税金資産の純額   ― 

  

 繰延税金資産（固定項目） 21  

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（固定項目）小計 2,447,944  

評価性引当額 △2,447,923 

繰延税金資産（固定項目）合計 21  

  

  繰延税金負債（固定項目）  

    繰延税金負債（固定項目）合計  

  

繰延税金資産の純額 21   

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 13,257  

  賞与引当金 7,448  

  その他 18,347  

   繰延税金資産（流動項目）小計 39,053  

  評価性引当額 △31,699 

   繰延税金資産（流動項目）合計 7,354  

  

 繰延税金資産（固定項目）  

  繰越欠損金 1,951,921  

  投資有価証券評価損 164,973  

  関係会社株式評価損 16,949 

  破産更生債権の減額 74,408  

  長期未収入金の減額 66,624  

  その他 131,462  

   繰延税金資産（固定項目）小計 2,406,339  

  評価性引当額 △2,406,339 

   繰延税金資産（固定項目）合計 ―  

  

 繰延税金負債（流動項目）  

   子会社の売却に伴う税効果 13,828 

   繰延税金負債（流動項目）小計 13,828  

 



21 

49 ページ 

（訂正前） 

（１株当たり情報） 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月 １日 

   至 平成21年３月31日） 

 

1株当たり純資産額      20円96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。 

 

1株当たり純資産額      19円34銭 

1株当たり当期純損失金額    2円57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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

 

（訂正後） 

（１株当たり情報） 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月 １日 

  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月 １日 

   至 平成21年３月31日） 

 

1株当たり純資産額      20円96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。 

 

1株当たり純資産額      17円28銭 

1株当たり当期純損失金額    2円60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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 
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65 ページ 

（訂正前） 

（税効果会計） 

前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成21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                            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） 

――――― 

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                            10,089 

賞与引当金                             1,488 

その他                                 2,451  

繰延税金資産（流動項目）小計          14,029 

評価性引当額                        △14,029  

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                         1,951,280 

貸倒引当金                               164 

関係会社事業損失引当金                39,786 

関係会社株式評価損                   113,778 

投資有価証券評価損                   164,973 

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                                 1,096 

繰延税金資産（固定項目）小計       2,412,112 

評価性引当額                     △2,412,112 

繰延税金資産（固定項目）合計             －  

 

繰延税金負債（固定項目） 
――――― 

 

 

 

 

 



23 

65 ページ 

（訂正後） 

（税効果会計） 

前事業年度 

（平成20年３月31日） 

当事業年度 

（平成21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                            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） 

――――― 

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                            10,089 

賞与引当金                             1,488 

その他                                 2,451  

繰延税金資産（流動項目）小計          14,029 

評価性引当額                        △14,029  

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                         1,867,247 

貸倒引当金                               164 

関係会社株式評価損                   153,564 

投資有価証券評価損                   164,973 

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                                 1,096 

繰延税金資産（固定項目）小計       2,328,079 

評価性引当額                     △2,328,079 

繰延税金資産（固定項目）合計             －  

 

繰延税金負債（固定項目） 
――――― 

 

 

 

 

以 上 



平成21年3月期 決算短信 
平成21年5月15日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 バーテックス リンク 上場取引所 JQ 
コード番号 9816 URL http://www.vertexlink.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名） 南部 隆宏

問合せ先責任者 （役職名） 管理本部本部長 （氏名） 竹田 順美男 TEL 03-5521-6130
定時株主総会開催予定日 平成21年6月26日 有価証券報告書提出予定日 平成21年6月29日

配当支払開始予定日 ―

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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 2,337 22.2 △26 ― △77 ― △193 ―

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

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 ％ ％ ％

21年3月期 △2.60 ― △13.6 △2.5 △1.1

20年3月期 △7.81 ― △31.4 △13.2 △15.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  66百万円 20年3月期  64百万円

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3月期 3,058 1,437 42.0 19.34
20年3月期 2,667 1,620 58.4 20.96

（参考） 自己資本   21年3月期  1,423百万円 20年3月期  1,592百万円

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

21年3月期 △440 △35 346 790
20年3月期 △755 172 253 991

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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同四半期増減率）

 

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 1,786 75.7 120 216.3 123 173.3 50 124.4 ―

通期 3,864 65.4 282 1,174.3 289 472.5 121 162.8 ―



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) 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） 

（注）詳細は、31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） 

（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、49ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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3月期 74,330,896株 20年3月期 74,330,896株

② 期末自己株式数 21年3月期  20,480株 20年3月期  19,479株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 292 △36.4 △181 ― △157 ― △280 ―

20年3月期 459 △27.0 △278 ― △254 ― △655 ―

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △3.77 ―

20年3月期 △8.82 ―

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3月期 1,477 1,310 88.8 17.63
20年3月期 1,820 1,615 87.4 21.41

（参考） 自己資本 21年3月期  1,311百万円 20年3月期  1,591百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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同四半期増減率）

※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３ページを参照してください。 

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

279 79.5 6 79.7 19 94.5 18 95.2 0.25

通期 553 189.6 34 119.1 60 138.2 50 118.1 0.68




