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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30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3四半期 3,135 ― △1,211 ― △1,669 ― △2,688 ―
20年12月期第3四半期 10,826 △23.8 △4,454 ― △5,338 ― △7,348 ―

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3四半期 △12.67 ―
20年12月期第3四半期 △57.67 ―

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3四半期 5,623 115 2.0 0.40
20年12月期 5,573 473 7.7 3.36

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  109百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

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 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

通期 4,000 △69.9 △1,700 ― △1,950 ― △2,750 ― △12.05
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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5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5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。 

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3四半期 275,932,223株 20年12月期  127,932,223株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  507,024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3四半期 212,275,099株 20年12月期第3四半期 127,425,475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 3 四半期連結累計期間（平成 21 年 1 月～9 月）における当社グループを取り巻く経営環境は、昨年

度後半からの急激な景気の落ち込みがようやく底を打ちつつあり、一部に回復の兆しが見られるものの、企

業の設備投資の減少や雇用情勢の深刻化等、本格的な景気回復には至らず、とりわけ当社の主要顧客で

あります中堅中小企業においては、引き続き厳しい状況で推移致しました。 

このような状況下、当社グループでは、抜本的なコスト構造の改善、さらなる事業再編を進めるとともに、

資本増強や機動的な資金調達を可能とする資本・業務提携を第 2 四半期末までに実現させ、経営の安定

化を 優先に取り組んでまいりました。 

当第 3 四半期会計期間では、基盤事業である会員事業において、会員制度の再構築に着手致しました。

なかでも、不況下での中堅中小企業の利益創出に重点を置いた新会員制度「ビジネスマッチングクラブ

（ＢｍＣ）」の会員募集と、会員企業同士の商談会の開催・販路拡大支援に注力致しました。また、

ＷＥＢ上でビジネスマッチングを促進する経営者応援サイト「ＷｉｚＢｉｚ（ウィズビズ）」を立ち

上げ、さらなるサービスの拡充を図るとともに、地域金融機関と共に築いたビジネスクラブ会員向

けサービスをＷｉｚＢｉｚ（ＷＥＢ会員サービス）に移行する活動もスタートしております。さらに

は、各業界に特化した本業支援サービスを構築・展開していく中で、中古車流通大手の株式会社カーチス

ホールディングスとの資本・業務提携に関する基本合意の締結が実現し、「カーチス倶楽部」の拡大支援を

通じて、自動車関連事業者向けに特化した経営支援サービスを他業界に先駆けて開始してまいります。 

これらの事業活動により、第3四半期において事業再編から基盤構築へと集中できる経営体制に移行し

たものの、事業再編の過程で子会社9社の減少及び外食事業から撤退した結果、前年同期比において営

業損失は固定費削減効果により改善いたしましたが、売上高は大幅に減少致しました。 

また、担保価値下落に伴う貸倒引当金繰入額の増加や、子会社株式の譲渡損・評価損の計上、ならび

に外食事業の撤退に伴う事業整理損の追加計上が発生した影響から、営業外費用 628 百万円、特別損失

1,193 百万円を計上するに至っております。 

 

以上の結果、当第 3 四半期連結累計期間の連結業績は、売上高 3,135 百万円（前年同期売上高 10,826

百万円）、営業損失 1,211 百万円（前年同期営業損失 4,454 百万円）、経常損失 1,669 百万円（前年同期経

常損失 5,338 百万円）、四半期純損失 2,688 百万円（前年同四半期純損失 7,348 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、事業再編の結果、当期より一部事業セグメントの見直しを行っており、変更が生じなかった教育事業

および新事業については、前年同期比を参考までに記載しております。 

＜前連結会計年度＞        ＜当連結会計年度＞ 

会費・金融事業             会員事業 

外食事業            

その他の事業              その他の事業（保険代理店事業を含む） 

教育事業                教育事業（変更なし） 

新事業                  新事業 （変更なし） 
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・会員事業 

この事業を当社グループの今後の収益基盤と位置付け、中堅・中小企業向けの新サービス・新商品の開

発と体制構築に注力致しました。その結果、新会員制度「ビジネスマッチングクラブ（ＢｍＣ）」及びＷ

ＥＢ経由でサービスを提供する「ＷｉｚＢｉｚ（ウィズビズ）」サイトをスタートさせることができ

ました。当第 3四半期会計期間末において、「ＢｍＣ」の会員企業数は 369 社、全国各地で商談会を

13 回開催し、延べ 450 社に積極的に参加いただきました。「ＷｉｚＢｉｚ」においては登録ＩＤ数

20,486 となっており、立上げは順調に推移しておりますものの、活動の本格化は第 3 四半期からで

あり、新制度スタートのための体制構築に注力したため、売上高は 1,339 百万円、営業損失は 481 百万

円となっております。 

 

・教育事業 

学習塾および学校法人に対して教育プログラムを提供する当事業においては、加盟募集が前年同期比

で減少したこと、および、業務提携先との間での業務支援契約を一部出向契約に切り替えたことなどにより、

売上高は前年同期比 349 百万円減の 658 百万円となりましたが、本部運営コストの大幅削減により、営業損

失は 726 百万円改善し、201 百万円となりました。 

 

・新事業 

当第 3 四半期会計期間では、海外子会社（東アジア地域）他 3 社の子会社が残るのみとなり、ウェルネス

分野 3 社、新流通分野 3 社の子会社株式の譲渡、及び本体への吸収合併子会社１社が連結対象から外れ

た結果、売上高は前年同期比4,140百万円減の494百万円となりましたが、営業損失は764百万円改善し、

108 百万円となりました。 

 

・その他の事業 

保険代理店事業（ライフサロン）、投資事業部門、および一部存続している外食関連事業の売上で構成さ

れています。これまで、投資事業部門や外食関連事業の縮小を進めるとともに、保険事業については収益

改善を目指して早急な本部コストの圧縮に努めてまいりました。その結果、営業損失は大きく改善したものの、

売上高は661百万円、営業損失は419百万円となっております。 

 

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３四半期連結会計期間末における総資産は、投資その他の資産が減少したものの、現金および預

金や営業貸付金の増加により、前連結会計年度末と比較して 50 百万円増加し、5,623 百万円となりました。 

負債については、未払金が減少した一方で、短期借入金が増加したことなどによって、前連結会計年度

末と比較して 408 百万円増加し、5,508 百万円となりました。 

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増加したものの、当期純損失を計上したため

利益剰余金が減少し、前連結会計年度末と比較して 358 百万円減少し、115 百万円となりました。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

  当第 3 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

2,660 百万円を計上したこと等により、△2,940 百万円となりました。 
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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 433 百万円、敷金・保証金の返金にかか

る収入 633 百万円等があった一方、投資有価証券の取得による支出 446 百万円があったこと等により、594

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 2,349 百万円があったこと等により、2,738 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 896 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 月期通期の業績予想につきましては、平成 21 年 5 月 13 日に公表いたしました業績予想に

変更はありません。今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

 

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 

    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 3 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 

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 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 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
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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、当第１四半期連結会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軽微であります。  

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループは、当第 3 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。 

このような継続企業の前提に関する重要な疑義を解消するため、平成 20 年７月に作成したコスト構造の改

善、収益基盤の強化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まいりました。 

財務基盤につきましては、資本業務提携が実現し、第三者割当増資の実施や借入の実行により強化が進

んでおり、また、収益力回復の再生プランについては、不採算事業等の整理や子会社事業の再編、グループ

全社における固定費削減努力によって、当第 3 四半期連結会計期間中には、目標としていた経営体制に向け

てのスリム化がほぼ終了し、収益基盤の構築に専念できる体制へと移行しました。 

 収益基盤の強化については、創業時より取り組んでまいりましたビジネスマッチングに注力し、第 2 四半期連

結会計期間中に新会員制度「ビジネスマッチングクラブ」をスタートさせました。第 3 四半期連結会計期間末時

点の会員企業数は 369 社と、立ち上げは順調に推移しております。これら「会費」を中心とした収益構造を強化

するとともに、会員企業様の販売・購買支援、福利厚生サービス支援などによる新たな収益構造を積み上げ、

早期企業再生の実現を目指してまいります。 

 

㈱ベンチャー・リンク(9609) 平成21年12月期 第3四半期決算短信

6



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３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 897,427 537,230

受取手形及び売掛金 655,292 1,309,196

営業投資有価証券 35,282 609,836

投資損失引当金 － △518,373

営業貸付金 1,570,112 112,205

たな卸資産 88,172 202,211

短期貸付金 418,246 530,966

未収入金 556,926 552,843

その他 371,174 385,349

貸倒引当金 △1,160,048 △1,266,769

流動資産合計 3,432,585 2,454,698

固定資産   

有形固定資産 136,510 167,531

無形固定資産 103,719 310,774

投資その他の資産   

投資有価証券 1,308,814 669,961

長期貸付金 658,624 1,056,114

破産更生債権等 989,694 1,103,465

差入保証金 444,910 1,165,270

その他 470,554 652,368

貸倒引当金 △1,921,799 △2,007,174

投資その他の資産合計 1,950,799 2,640,006

固定資産合計 2,191,029 3,118,311

資産合計 5,623,615 5,573,010

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 116,736 473,481

短期借入金 2,070,900 251,400

1年内返済予定の長期借入金 222,516 48,433

未払金 973,262 1,473,024

未払法人税等 50,457 79,306

賞与引当金 － 53,893

事業構造改善引当金 149,124 115,271

事業整理損失引当金 111,854 655,263

前受金 632,077 693,912

その他 199,198 462,309

流動負債合計 4,526,127 4,306,296
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30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 375,847 67,433

退職給付引当金 － 48,304

債務保証損失引当金 25,000 －

長期預り保証金 499,746 583,714

その他 81,747 94,102

固定負債合計 982,341 793,554

負債合計 5,508,469 5,099,850

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,409,040 13,225,040

資本剰余金 1,184,555 555

利益剰余金 △14,746,876 △12,060,771

自己株式 △626,207 △626,204

株主資本合計 220,511 538,619

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,438 △27,555

為替換算調整勘定 △86,309 △82,425

評価・換算差額等合計 △110,747 △109,980

少数株主持分 5,381 44,520

純資産合計 115,145 473,160

負債純資産合計 5,623,615 5,573,010
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,135,671

売上原価 931,841

売上総利益 2,203,829

販売費及び一般管理費 3,415,276

営業損失（△） △1,211,446

営業外収益  

受取利息 53,858

受取賃貸料 72,708

雑収入 43,435

営業外収益合計 170,002

営業外費用  

支払利息 83,822

貸倒引当金繰入額 172,281

持分法による投資損失 209,829

雑損失 162,296

営業外費用合計 628,229

経常損失（△） △1,669,673

特別利益  

関係会社株式売却益 91,395

賞与引当金戻入額 46,137

その他 65,211

特別利益合計 202,745

特別損失  

関係会社株式売却損 249,151

事業整理損 391,873

その他 552,636

特別損失合計 1,193,661

税金等調整前四半期純損失（△） △2,660,590

法人税、住民税及び事業税 41,394

法人税等合計 41,394

少数株主損失（△） △13,497

四半期純損失（△） △2,688,487
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30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（△） △2,660,590

減価償却費 55,918

貸倒引当金の増減額（△は減少） 156,731

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） △543,408

受取利息及び受取配当金 △54,733

支払利息 83,822

持分法による投資損益（△は益） 209,829

関係会社株式売却損益（△は益） 157,755

退職給付制度終了損 161,421

売上債権の増減額（△は増加） 169,590

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,136

仕入債務の増減額（△は減少） △110,750

前受金の増減額（△は減少） △24,113

その他の負債の増減額（△は減少） △888,596

その他 413,059

小計 △2,857,926

利息及び配当金の受取額 54,748

利息の支払額 △84,035

法人税等の支払額 △52,937

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,940,150

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 △193,782

投資有価証券の取得による支出 △446,097

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△72,626

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

49,411

貸付金の回収による収入 433,851

敷金及び保証金の回収による収入 633,905

その他 190,033

投資活動によるキャッシュ・フロー 594,696

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 882,000

短期借入金の返済による支出 △738,396

長期借入れによる収入 1,100,000

長期借入金の返済による支出 △808,106

株式の発行による収入 2,349,093

その他 △46,102

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,738,487

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 390,483

現金及び現金同等物の期首残高 535,949

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △30,289

現金及び現金同等物の四半期末残高 896,143
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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３四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月に作成したコスト構造の改善、収益基盤

の強化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。 

財務基盤につきましては、資本業務提携が実現し、第三者割当増資の実施や借入の実行を行い、当

面財務基盤の安定化は達成できております。一方、収益力回復の再生プランについては、不採算事業

等の整理や、子会社事業の再編、グループ全社における固定費削減努力によって、当第 3 四半期連結

会計期間中には、目標としていた経営体制に向けてのスリム化がほぼ終了し、収益基盤の構築に専念できる

体制へと移行致しました。今後は、収益化に向けて会員事業の拡大を柱に、企業再生の早期実現を目指し

ます。 

 

① コスト構造の改善 

   第３四半期連結累計期間において、これまで進めてきました本社移転を含めた全事業所の移転・

縮小に加え、各事業の採算ラインを見据えた人員最適化による人件費削減により、コスト構造の改

善については、一定の効果を得たと捉えており、今後は継続的な見直しを行ってまいります。 

 

② 収益基盤の強化 

当社グループでは、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

事業再編成を行う中で、中堅中小企業の本業支援につながる様々なサービスを集結させた新会員制度

「ビジネスマッチングクラブ」をスタートさせ、これまでに 369 社に入会いただくなど、立上げは

順調に推移しております。 

この新会員制度により「会費」を中心とした収益構造に加え、会員企業様の販売・購買支援、福

利厚生サービス支援などによる新たな収益源を積み上げ、そのための経営マネジメントスタイルと

組織改編の機動的な実施によって、企業再生の早期実現を目指してまいります。 

 

  このような取り組みを確実に実施していくことにより、継続企業の前提に関する疑義は解消される

ものと判断しておりますが、当社の主要顧客である中堅中小企業を取り巻く市場環境の厳しさなどか

ら不確実性が依然として存在し、収益基盤が確立するには相応の時間を要することも考えられます。 

 

  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。また、平成 21 年 6 月 23 日付で、ＮＩＳ

パートナーズ・ファンド 1 号投資事業組合による新株予約権の行使を受けております。この結果、当

第 3四半期連結累計期間において、資本金および資本準備金がそれぞれ 1,184,000 千円増加し、当第 3

四半期連結会計期間末において資本金が 14,409,040 千円、資本準備金が 1,184,555 千円となっており

ます。 

 

 

 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 
（１）（要約）前年同四半期連結損益計算書 

前四半期連結会計期間

( 自 平成20年１月１日

  至 平成20年9月30日)

金  額（千円）

Ⅰ 売上高 10,826,800

Ⅱ 売上原価 4,900,667

     売上総利益 5,926,132

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,380,480

     営業損失（△） △ 4,454,347

Ⅳ 営業外収益 226,428

　1　賃貸収入 76,450

　2　投資有価証券売却益 48,557

　3　その他 101,420

Ⅴ 営業外費用 1,110,827

　1　貸倒引当金繰入額 786,508

　2　持分法による投資損失 185,194

　3　その他 139,124

     経常損失（△） △ 5,338,746

Ⅵ 特別利益 558,057

　1　解約金収入 435,756

　2　その他 122,301

Ⅶ 特別損失 2,891,881

　1　事業撤退損失 772,447

　2　その他 2,119,433

     税金等調整前四半期純損失（△） △ 7,672,570

     法人税、住民税及び事業税 △ 6,379

     少数株主損失（△） △ 317,836

     四半期純損失（△） △ 7,348,354

科  目

 

 

 

㈱ベンチャー・リンク(9609) 平成21年12月期 第3四半期決算短信

12



（２）（要約）前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前四半期連結会計期間

(自　平成20年１月１日

　　   至　平成20年９月30日)

区分 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３四半期純損失（△） △ 7,672,570

　　　減価償却費 593,849

　　　売上債権の増減額（増加：△） 506,391

　　　たな卸資産の増減額（増加：△） △ 123,816

　　　仕入債務の増減額（減少：△） △ 282,144

　　　投資有価証券売却損益 △ 101,467

　　　前受金の増減額（減少：△） △ 16,779

　　　その他営業負債の増減額（減少：△） 222,593

　　　法人税等の支払額 △ 260,993

　　　その他 3,287,828

　  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 3,847,108

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 △ 1,048,233

　　　投資有価証券の売却による収入 352,387

　　　貸付による支出 △ 824,407

　　　貸付金の回収による収入 835,828

　　　その他 40,854

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 643,570

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 △ 188,703

　　　その他 1,544,375

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 1,355,672

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 12,787

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △ 3,147,793

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高 4,492,901

Ⅶ　現金及び現金同等物第３四半期末残高 1,345,107  
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