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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 2,675 14.5 180 ― 190 ― 52 ―

21年3月期 2,337 22.2 △26 ― △77 ― △193 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 0.71 0.53 3.8 5.4 6.7
21年3月期 △2.60 ― △15.1 △2.5 △1.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  66百万円

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

22年3月期 3,518 1,643 39.4 18.64
21年3月期 3,058 1,437 42.0 17.28

（参考） 自己資本   22年3月期  1,385百万円 21年3月期  1,284百万円

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

22年3月期 △574 △32 405 614
21年3月期 △440 △35 346 790

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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 1,305 1.0 79 220.4 80 156.5 11 ― 0.15

通期 2,800 4.7 217 20.5 219 15.2 70 33.5 0.94
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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) 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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 74,330,896株 21年3月期 74,330,896株

② 期末自己株式数 22年3月期  20,880株 21年3月期  20,480株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 305 4.6 △59 ― △32 ― △15 ―

21年3月期 292 △36.4 △181 ― △157 ― △280 ―

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

22年3月期 △0.21 ―

21年3月期 △3.77 ―

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

22年3月期 1,422 1,294 91.0 17.43
21年3月期 1,477 1,310 88.7 17.63

（参考） 自己資本 22年3月期  1,294百万円 21年3月期  1,310百万円

※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４ページを参照してください。 
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(1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度における我が国の経済は、新興諸国の景気拡大の影響や経済政策の効果等により、一部に緩やかな

回復基調がみられるものの、依然として設備投資の抑制や厳しい雇用・所得環境が続くなど、景気の先行きは依然と

して不透明な状況で推移してまいりました。  

  

 （当期の経営成績）  

このような状況下、当連結会計年度（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）の経営成績は、売上高は

2,675百万円（前期比14.5％増）の増収となり、利益面では、営業利益180百万円（前期比206百万円増）、経常利益

190百万円（前期比267百万円増）と改善が見られました。また、当期純損益も前連結会計年度に比べ246百万円の改

善が図られ、当連結会計年度の当期純利益は52百万円となりました。  

  

次に、事業の種類別セグメントの業績における概要は以下のとおりです。  

  

 ① ＩＴ関連事業  

ＩＴ関連のマーケットは、新OS（Windows® 7）の登場やスマートフォン等の普及により、個人向けの需要はや

や回復基調にありましたが、法人におけるシステム投資等の需要は引き続き低迷し、これに関連するセキュリ 

ティ環境の構築等、周辺市場も厳しい状況が続きました。 

当社はこのような厳しい環境の中で、「SMART FILTER」（ウェブサイトアクセスの制限や、悪質なウェブサイ

トからのウィルス・スパイウェアの進入防止、ウェブメールの利用制限による情報漏洩防止等の機能を持つサー

バー型URLフィルタリングソフト）を主力とした、法人向けネットワークセキュリティ商品の販売に特化し、利

益の確保に注力してまいりました。 

新規顧客開拓の伸び悩みに加え、契約更新に伴う既存顧客の競合製品への乗り換えや、営業人員の削減による

受注獲得の遅延等により、売上高は152百万円（前期比35.3％減）となりました。しかしながら、前年度に当事

業の合理化を進めたことにより、利益面は改善が図られ、営業利益は39百万円（前期比46百万円増）と堅調に推

移いたしました。  

  

② 企業再生再編事業  

企業再生再編事業につきましては、昨今の景気後退により、経営状態が悪化し破綻に至る企業が増加してお

り、企業再生に対するニーズは引き続き高く、Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ株式会社は、資産売却等のリス

トラによる収支改善や資金調達支援、Ｍ＆Ａに関するコンサルティング業務等、多様な案件に取組んでまいりま

した。 

しかしながら、複数の企業再生プロジェクトに取組んでいるものの、案件の難易度や株式相場、金融情勢の変

化による影響等により、一部の案件について成功報酬の獲得に至っていないことや、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や企業再生コンサルティ

ング業務及びデューデリジェンス業務を手がける当社の連結子会社でありました株式会社アガットコンサルティ

ングの一部株式を平成21年４月６日付で譲渡し、連結子会社の対象外となったことから、売上高は106百万円

（前期比74.2％減）、営業利益は36百万円（前期比24.9％減）となりました。  

  

③ 不動産賃貸管理事業  

不動産賃貸管理事業につきましては、不動産市況の悪化の影響を受け、高額物件を中心に稼働率の低下や賃料

の下落傾向が続いております。 

このような状況下において、株式会社トラストアドバイザーズは、ワンルームやコンパクトタイプの物件管理

を強みとし、マーケット環境および物件の特性を的確に捉えた営業活動を積極的に展開し、入居率向上や、賃料

水準の維持を図ってまいりました。 

新規の管理受託件数の大幅な落ち込みや、不動産ファンドや個人オーナーの物件売却に伴う解約の増加によ

り、管理戸数は伸び悩み、売上高の減少はみられたものの、不採算のサブリース契約の見直しや解約等により、

利益の減少を補いました。 

この結果、不動産賃貸管理事業における売上高は1,687百万円（前期比367.7％増）、営業利益は118百万円

（前期比255.4％増）となりました。 

なお、株式会社トラストアドバイザーズは、当社が前第４四半期連結会計期間に全株式を取得したことによ

り、連結子会社となっております。  

１．経営成績
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④ フィナンシャルサービス事業  

フィナンシャルサービス事業につきましては、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」）において営業貸付残高を積み上げるだけでなく、与信管理の厳格化により貸倒

率を低く保っており、収益も計画どおりに確保されております。 

韓国における消費者金融事業のマーケットは拡大基調にあり、ユア・キャピタル社は今後一層の事業拡大が見

込まれると予測しております。 

この結果、フィナンシャルサービス事業における売上高は728百万円（前期比35.4％増）、営業利益は200百万

円（前期比36.3％増）となりました。 

  

   （次期の見通し） 

当社グループは、成長戦略を描ける事業に対して積極的な経営資源の投入を行うこととし、効率的な事業展開を図

るとともに、グループ各社の責任範囲を明確にした上で、事業内容や業績貢献度の検証を定期的に行い、グループ全

体としての収益を生む体質を目指してまいります。 

また、当社グループ各社に対する経営への関与をグループシナジー効果の及ぶ 低限の範囲に限定することによ

り、各社の事業内容と経営に自由度を与え、グループ各社の成長機会を損なわない体制を構築してまいります。  

 ① ＩＴ関連事業 

ＩＴ関連事業につきましては、収益性の高い商品への絞込みを行っておりますので、既存顧客へのサービスの

充実とセキュリティ事業の企画・技術導入後のサポートを積極的に行い、売上高の維持を目指してまいります。

また、新たな商材を追い求め、高い収益力や他事業とのシナジー効果の見込める事業に関するリサーチは引き

続き推進してまいります。但し、新規事業の開発にあたっては、これまでの経験を踏まえて、安定性と成長性を

重視して推進してまいります。 

   

② 企業再生再編事業 

企業再生再編関連事業につきましては、民事再生を中心とした企業再生再編案件のアドバイザリー業務によ

り、企業再生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いります。 

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いり

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いります。 

  

③ 不動産賃貸管理事業 

不動産賃貸管理事業につきましては、コア事業となりますレジデンス事業及びビルマネジメント事業におい

て、不動産の管理による管理・仲介手数料が主な収入源となっており、管理物件数の維持により安定的な収益を

確保できることから、更なる顧客満足度の向上や、業務効率化のための業務改善を推し進め、事業基盤の強化を

図りながら、堅実な管理戸数の積み上げに取り組んでまいります。  

また、今後は業務システムの見直しや外注コストの削減の効果が見込まれることから、今後も売上・利益とも

に堅調に推移すると予測しております。 

  

④ フィナンシャルサービス事業  

フィナンシャルサービス事業を展開しているユア・キャピタル社につきましては、韓国における消費者金融業

界の成長に合わせて順調に業績を伸ばしており、依然として市場の拡大は見込める見通しであります。しかし、

昨今の金融危機の影響は韓国国内の経済にも波及しており、雇用等全般的な景気は不振であり先行きは予断を許

さない状況にあります。同社は貸付先の選定を厳格に審査しており、貸付先には主に公務員等の職業安定労働者

を対象としております。しかし、経済不況が深刻化した場合、貸倒の発生は不可避であると判断し、今後は与信

審査を更に厳格に行うことで貸倒リスクを回避してまいります。  

  

以上により、次期の連結業績の見通しとしましては、売上高2,800百万円（前期比4.7％増）、営業利益217百万

円（前期比20.5%増）、経常利益219百万円（前期比15.2％増）、当期純利益70百万円（前期比33.5％増）を予想し

ております。 

（注意）本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的で

あると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  
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(2）財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における総資産は、3,518百万円となり、前連結会計年度末に比べ459百万円の増加となりまし

た。主な要因としましては、消費者金融事業を営むユア・キャピタル社の営業貸付金が増加したためであります。 

  

当連結会計年度末における負債は、1,875百万円となり、前連結会計年度末に比べ254百万円の増加となりました。

主な要因は、ユア・キャピタル社が新規借入及び社債の発行をしたためであります。 

  

当連結会計年度末における純資産は、1,643百万円となり、前連結会計年度末に比べ205百万円の増加となりまし

た。主な要因としましては、少数株主持分104百万円の増加及び為替換算調整勘定54百万円の増加によるものと、当

連結会計年度におきまして当期純利益を52百万円計上したためであります。 

この結果、自己資本比率は、39.4％となりました。 

   

(キャッシュ・フローの状況）   

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は614百万円となり、前連結会計年度末に比べ176百万円の減少となりまし

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「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、574百万円の支出（前期は440百万円の支

出）となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益が176百万円となったこと、ユア・キャピタル社の営業

貸付金の増加による752百万円の支出があったこと等によるものであります。 

  

（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「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、32百万円の支出（前期は35百万円の支出）

となりました。主な要因は、株式会社トラストアドバイザーズにおける賃貸管理システム等、ソフトウェアの購入

による17百万円の支出、連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による139百万円の支出及び投資有価証券の売却

による96百万円の収入、貸付金の回収による40百万円の収入等によるものであります。  

  

（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「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、405百万円の収入（前期は346百万円の収

入）となりました。主な要因は、短期借入金が純額で346百万円の増加したこと、社債の発行による収入が73百万

円となったこと等によるものであります。  

  

なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは574百万円の支出となっておりますが、消費者金

融事業会社ユア・キャピタル社の営業貸付金の増加による752百万円の支出が主な要因であり、その他の営業活動

によるキャッシュ・フローは178百万円の収入となり、営業活動によるキャッシュ・フローは改善の方向に向かっ

ていると判断しております。  

  

 （参考）当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移 

・自己資本比率：自己資本／総資産 

・時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

・キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

・インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

 （注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値によって算出しております。 

２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

  
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 

平成22年 

３月期 

自己資本比率（％）  71.2  83.9  58.4  46.5  39.4

時価ベースの自己資本比率（％）  126.1  127.8  52.9  24.3  46.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（年） 
－  －  －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 －  －  －   －  －
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３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っているすべての負債を対

象としております。 

４．営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動

によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

５．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月期及び平成22年３月期のキャッシ

ュ・フロー対有利子負債比率とインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・

フローがマイナスのため表示しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、早期の復配を経営の 優先課題のひとつと位置づけ、業績向上と安定のための経営上の諸施策を実施して

まいります。復配につきましては、業績、経営環境及び中長期的な事業強化のための内部留保も考慮し、総合的な見

地から決定する所存です。 

  

(4）事業等のリスク 

当社グループの事業等に関し、経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは、以下のとお

りであります。なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したも

のでありますが、ここに掲げられている項目に限定されるものではありません。 

  

 ① 経済環境 

当社グループの取扱商品の利用者（ 終ユーザ）は法人企業、官公庁及び個人ユーザに分けられます。経済状況

の悪化による景気状況によっては、法人企業、官公庁の投資予算の減少、また個人においては可処分所得の減少に

つながり、その結果、当社グループ商品の需要を減退させ、当社グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能

性があります。 

  

② 新規事業展開のリスク 

当社グループは慎重に検討を重ねた上、新規事業の展開を図っておりますが、当該事業を取り巻く環境の変化に

より、予定どおり事業展開が出来ない場合には、業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ③ 海外での事業活動 

当社グループ会社のユア・キャピタル社は、フィナンシャルサービス事業として韓国において消費者金融事業を

行っております。海外での事業活動においては、次に掲げるリスクが考えられ、これらの事象が発生した場合に

は、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

イ．経済情勢や競合他社の活動状況 

ロ．予測しえない法律や規則の施行・制定、租税制度の変更 

ハ．テロ、デモ、戦争等による社会的混乱 

ニ．不利な政治的要因の発生 

ホ．通貨価値の変動、為替相場の変動 

  

 ④ 個人情報 

当社グループは、個人情報保護法により定められた個人情報の漏洩防止に努めるべく、個人情報の管理体制を整

備しております。しかしながら、情報化社会における昨今の個人情報を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、

予期せぬ事態により個人情報が漏洩した場合には、当社グループの社会的信用の低下や当該漏洩事件に対応するた

め発生する費用等により、当社グループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

  ⑤ 風評被害 

当社は、過去の経営陣による杜撰な投融資・資本政策により、経営悪化・株価下落に陥った経緯があります。 

そのため、当時の社会的評価の失墜から来る誹謗・中傷を、未だインターネット上等にてなされることがあり、

当社グループ全体の健全な事業活動に支障を来たし、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性が

あります。  
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当社の企業グループは、株式会社バーテックス リンク（当社）及び子会社３社（国内２社、海外１社）により構

成されており、ＩＴ関連事業、企業再生再編事業、不動産賃貸管理事業及びフィナンシャルサービス事業を主な事業

として行っております。 

事業内容と事業系統図は、以下の通りであります。 

  

[事業の内容] 

（注）１．当社は平成21年４月に、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アガットコンサルティン

グの株式の86％を売却したため、関係会社ではなくなりました。 

２．当社は平成21年４月に、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ジオブレインの株式の

21.25％を売却し、また同月に、同社が第三者割当増資を実施したため、当社持分比率が14.7％となり関係会社

ではなくなりました。 

３. 事業区分の名称変更 

従来の「企業再生再編支援等・投融資関連事業」につきましては、企業に対する「経営管理・財務」を中心と

したサポート業務として、再生企業へのＭ＆Ａ・資金調達等の仲介業務、事業承継企業等への企業価値算定のコ

ンサルティング業務を展開する事業として「企業再生再編事業」と名称変更いたしました。 

４. 事業区分の変更 

事業区分の方法につきましては、従来、「ＩＴ関連事業」、「企業再生再編支援等・投融資関連事業」、「不

動産賃貸管理事業」、「セールスプロモーション事業」、「フィナンシャルサービス事業」、「その他事業」の

６区分により分類をしておりましたが、「セールスプロモーション事業」につきましては当第１四半期連結会計

期間より株式会社ジオブレインを連結の範囲から除外したことに伴い事業区分を廃止いたしました。また「その

他事業」につきましては、当第１四半期連結会計期間より、当該事業区分に含まれていた複合部材事業から撤退

したことに伴い、廃止いたしました。  

  

２．企業集団の状況

事業区分 事業内容 取扱会社 

ＩＴ関連事業 ・ネットワークセキュリティ事業（ＵＲＬフィ

ルタリング、コンテンツセキュリティ、レポー

ティング、暗号、コンピュータペスト対策） 

㈱バーテックス リンク 

企業再生再編事業 

 （注）１、３ 

・企業再生再編事業（企業再生再編関連、Ｍ＆

Ａ関連、資金調達支援） 

Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ㈱ 

不動産賃貸管理事業 ・不動産賃貸管理事業（レジデンス事業、ビル

マネジメント事業、オフィス事業、アセットマ

ネジメント事業） 

㈱トラストアドバイザーズ 

フィナンシャルサービ

ス事業 

・消費者金融事業  Your Capital Co.,Limited(韓国)  
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[事業系統図] 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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 [関係会社の状況]  

（注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

２. 株式会社トラストアドバイザーズ及びユア・キャピタル社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高

を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 

３．議決権の所有割合の［ ］内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。  

  

主な損益情報等  

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）           

Ｍ＆Ａグローバル・ 

パートナーズ㈱ 

東京都 

千代田区 

千円 

 50,000
企業再生再編事業  100.0

・役員の兼任あり 

・資金貸付あり 
―  

㈱トラストアドバイ

ザーズ  

東京都 

品川区 

千円 

 25,000
不動産賃貸管理事業  100.0

・役員の兼任あり  

・資金貸付あり 
（注）２ 

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

[51.1]

・役員の兼任あり 

・資金投融資あり  
（注）２、３

 （単位：千円） ㈱トラストアドバイザーズ ユア・キャピタル社 

 （1）売上高  1,687,435  728,115

 （2）経常利益  83,370  205,159

 （3）当期純利益  80,181  156,586

 （4）純資産額  △237,602  591,795

 （5）総資産額  383,365  2,123,752
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(1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、株式会社バーテックス リンクにおいてＩＴ関連事業、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、株式会社トラストアドバイザーズにおいて不動産賃貸管理事業を展開しており、また

ユア・キャピタル社においてフィナンシャルサービス事業を展開しております。 

当社は、平成18年９月より経営体制を一新し、過去の投融資事業を含めて事業全般の評価・見直しを行い不採算事

業からの撤退、事業再編並びに子会社の整理及び処分等を迅速かつ的確に推進したことにより、健全な経営を遂行し

得る水準まで到達いたしました。 

また当社は、当社を取り巻く外部環境・経済変化（例えば、ＩＴ技術の進歩やグローバル化に伴うさまざまな連

鎖、通貨のコモディティ化、我が国の競争力の相対的な低下など）に即応すべく、変化に対応し得る企業風土の醸

成、組織体制の整備及び経営の高度化の推進等、当社グループがかかわる事業の新陳代謝を促進しつつ、継続的な収

益力を保持する体制、即ち当社グループのあるべき姿を明確に描きながら今後の経営を進めていく所存です。 

当社グループのコーポレートステートメント及び前期より掲げる経営理念、経営方針を以下に示します。  

  

＜コーポレートステートメント＞ 

「Creating a new business platform for our next generation」 

（新たなビジネスプラットフォームを創造し、次世代に継承する） 

  

上記コーポレートステートメントに従って、次の経営理念を掲げて経営を執行してまいります。 

「グローバルな視野を持ち 

 時代に適応した社会のニーズとマーケットを見極め 

 独自のアイディアで質の高い事業を創造し、豊かな社会の発展に貢献する」 

  

また、上記経営理念に基づいて、以下の経営方針の下、健全かつ収益力の高い企業体を目指してまいります。 

１．私たちは、常に誇りとプロ意識を持ち、主体的に行動します。 

２．私たちは、常に自らを磨き、積極的にチャレンジします。 

３．私たちは、常に優れた事業を創造し、永続的に社会に貢献します。 

  

当社は、先に述べた４つの事業セグメントのさらなる強化・伸張を図り、通常の事業活動の強化はもちろんのこ

と、管理部門によりサポート体制やチェック機能の拡充などグループ全体の成長に向けた施策を講じてまいります。

これらの事業活動を高いレベルで遂行することにより、当社グループを取り巻くさまざまなステークホルダーの皆

様とその価値を分かち合うことのできる企業グループを目指し、ひいては社会に貢献してまいります。  

  

(2）目標とする経営指標 

当社グループは、株主利益を重視する観点から、中長期的な 重要課題として、連結株主資本利益率（ＲＯＥ）

10％を確保すべきと考えております。ＲＯＥ10％達成の前提として、前期より目標として掲げておりました経常化し

た赤字体質からの脱却を、今期において達成することができました。前述した経営方針を遂行できるよう精緻かつ積

極的な事業展開を行い、さらに好適な収益構造の構築と管理体制の強化によるグループ経営管理を推進してまいりま

す。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、数年間にわたり推し進めてきた不採算事業の整理・事業再編により、当社グループ会社の構成及

び財務内容が整理されたことから、高収益事業の育成に注力することが可能となりました。当期以降も「高収益事業

の育成と収益体質への転換」を実践することを 優先課題として取り組むこととし、既存事業の収益拡大や新規投資

を推進してまいります。また、前述したグループ経営の根幹であるコーポレートステートメントや経営理念、経営方

針を当社グループ全体に周知徹底し従業員の理解を深める活動を行い、関連規則・規程等の改定を通じて経営管理体

制も併せて強化していく予定です。 

  

各事業セグメントにおける具体的戦略は以下のとおりです。  

① ＩＴ関連事業 

ネットワークセキュリティ事業につきましては、市場での競争激化は不可避な情勢ではあるものの、情報ネッ

トワーク社会を背景として各企業が情報管理を強化している傾向があることから、今後も継続的な安定収益を確

保できるものと考えております。しかし、安定収益を確保するという守勢の営業手法が逆効果を生み、過去数ヵ

年に渡り微量ながら売上は減少傾向にあります。そのため今後は、既存製品のサポート体制を集中させ、顧客満

足度の高いサービス提供を行ってまいります。また、取扱製品の絞込みにより経営資源を集中させ、代理店等に

対する働きかけや営業活動を強化してまいりたいと考えております。 

３．経営方針
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新たな商材を追い求め、高い収益力や他事業とのシナジー効果の見込める事業に関するリサーチは引き続き進

め、安定性と成長性を重視したＭ＆Ａ等による事業拡大を推進してまいります。  

  

② 企業再生再編事業  

企業再生再編事業につきましては、昨今の経済状況から、企業再生に対するニーズは依然として高く、ビジネ

ス機会に恵まれている環境にあると考えます。そのため、これまで当事業において培われてきた豊富な専門知識

やノウハウを生かし、専門性の高いサービスを提供してまいります。 

Ｍ＆Ａ関連事業につきましては、関連法制の改正に伴い、中小規模のＭ＆Ａが活性化することが見込まれま

す。そのため、ターゲットの絞込みを行い、顧客選定を厳密にすることで、確実な収益獲得を行ってまいりま

す。 

また、Ｍ＆Ａにおいてクライアントの利益を 大化するためには、数多くの選択肢の中から 適な候補先を選

定することが必要であると考えております。そのため、国内のみならず、海外の事業パートナーとの提携関係を

深め、クロスボーダーなＭ＆Ａの支援を推進してまいります。 

資金調達支援事業につきましては、中堅規模の事業会社を中心に営業活動を強化し、海外からの資金調達ルー

トを確保し、調達規模の拡大に注力したいと考えております。 

  

③ 不動産賃貸管理事業 

不動産賃貸管理事業につきましては、継続的に安定した収益を確保できるようにするため、日々の業務ノウハ

ウの蓄積による顧客満足度の向上や、更なる業務の効率化のための業務改善を推し進め、事業の拡大を図ってい

く方針であります。また、収益拡大のためには新規顧客の獲得が絶対条件であることから、類似の事業会社や不

動産ファンドの事業価値が相対的に低くなっている昨今の不動産市況の低迷を好機ととらえ、既存の顧客からの

安定的に得られるキャッシュをもとに、積極的にＭ＆Ａ等を活用していく方針であります。 

  

④ フィナンシャルサービス事業 

フィナンシャルサービス事業を展開しているユア・キャピタル社は、韓国における消費者金融業界の成長に合

わせて順調に業績を伸ばしております。そのため、当社グループ内の企業再生再編事業におけるネットワーク等

を通じて同社の資金需要に対する支援を継続し、成長を後押ししていく方針であります。  

  

(4）会社の対処すべき課題 

当社グループは、過去の経営における問題点を徹底的に見直したことにより、事業体制のスリム化と安定的な収益

構造への転換が出来るまでにいたったものと考えております。 

今後は、当社グループ全体での収益をあげることが経営者の 大の使命であると考え、以下の事項を実践してまい

ります。 

① グループ経営管理の強化 

当社の経営成績は、当社の組織構造上、グループ全体の業績による影響が大きいために、子会社を始めとした

事業会社の経営状況の把握が重要な要素となっております。そのため、当社グループの経営管理を強化するため

の、グループ会社の事業執行権限の見直しと業務報告体制の整備・事業会社の管理体制の整備を行うことで、積

極的な事業展開、コンプライアンス遵守の企業風土の確立及び効率的な経営管理を実践してまいります。 

  

② 経営資源の効率的な活用 

当社グループの経営資源を有効に活用するために、各子会社間の連携強化とグループシナジー効果を発揮すべ

く、グループ幹部社員による情報交換・グループ情報の共有化・従業員研修等を実施し、人材育成と投資資金の

有効的な活用を推進してまいります。また、グループ間の資金管理の一元化等の検討及び営業情報の共有化によ

る当社グループならではのネットワークを活用した営業展開を実践してまいります。 

  

③ Ｍ＆Ａ及び外部事業会社との連携強化 

今後の当社グループ拡張のためには、当社の経営理念等に則った事業会社の買収又は投資を目的とした事業会

社の経営等が必要であると考えます。そのため、当社の中長期的な方針として、投資事業部門の積極的な企業買

収・事業連携等による売上増進と収益の拡大を目指した経営を実践してまいります。 

  

④ 内部統制・コンプライアンス体制の構築 

会社法・金融商品取引法に基づいた内部統制の整備については、グループ会社を含めた業務プロセスにおける

フロー化・文書化・可視化によるルール整備を進めております。しかし、ルールの整備だけではなく、ルールに

基づいた実態の運用が必要であり、そのための運用体制の整備と要員確保を行い、実務面に沿った内部管理、モ

ニタリング実施及びＩＴ統制を実践してまいります。 

コンプライアンスにつきましては、当社グループの企業行動憲章・社員行動規範・個人情報保護方針を公開・
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周知するとともに、運用面においてもモニタリングの実施、倫理委員会での検証及び社員研修による教育を実

践してまいります。 

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

平成22年３月に開示いたしましたコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的

な考え方及びその整備状況」に記載している事項と内容が重複いたしますので、記載を省略いたします。なお、内部

統制に関する整備については、前述のとおりに進めておりますので今後も内部管理の強化とコーポレート・ガバナン

スにつきましては適正な整備運用を努めてまいります。 

  

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

特記すべき事項はありません。  
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 597,052 581,337

受取手形及び売掛金 266,589 114,588

特定金銭信託 195,434 32,920

たな卸資産 ※2  6,985 ※2  4,111

営業貸付金 ※1  1,075,489 ※1  2,063,820

繰延税金資産 7,354 20,393

その他 154,471 128,485

貸倒引当金 △79,721 △114,795

流動資産合計 2,223,655 2,830,860

固定資産   

有形固定資産   

建物 31,713 18,757

減価償却累計額 △4,943 △2,833

建物（純額） 26,770 15,924

機械装置及び運搬具 1,209 452

減価償却累計額 △723 △414

機械装置及び運搬具（純額） 486 37

工具、器具及び備品 53,445 20,726

減価償却累計額 △38,733 △12,890

工具、器具及び備品（純額） 14,711 7,835

有形固定資産合計 41,967 23,798

無形固定資産   

のれん 532,509 464,392

ソフトウエア 18,931 19,467

ソフトウエア仮勘定 2,170 －

電話加入権 2,654 715

無形固定資産合計 556,265 484,575

投資その他の資産   

投資有価証券 65,276 3,472

長期貸付金 46,143 85,323

差入保証金 116,119 86,018

繰延税金資産 － 4,778

その他 9,631 348

貸倒引当金 △550 △693

投資その他の資産合計 236,619 179,248

固定資産合計 834,853 687,622

資産合計 3,058,508 3,518,482
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 171,847 43,377

短期借入金 ※1  70,300 ※1  452,650

1年内償還予定の社債 － ※1  57,610

1年内返済予定の長期借入金 ※1  433,062 ※1  574,394

未払法人税等 49,605 54,338

繰延税金負債 13,828 －

賞与引当金 18,167 14,197

契約解除損失引当金 － 9,135

その他の引当金 19,472 －

預り金 147,715 114,036

その他 165,735 137,309

流動負債合計 1,089,734 1,457,049

固定負債   

社債 ※1  21,090 29,628

長期借入金 ※1  163,513 ※1  72,012

役員退職慰労引当金 4,554 8,351

退職給付引当金 491 1,817

長期預り敷金保証金 341,585 306,490

固定負債合計 531,234 418,300

負債合計 1,620,968 1,875,350

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,902,231 1,314,406

資本剰余金 1,333,491 －

利益剰余金 △3,809,500 158,015

自己株式 △2,858 △2,865

株主資本合計 1,423,363 1,469,556

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,140 △667

為替換算調整勘定 △138,034 △83,589

評価・換算差額等合計 △139,174 △84,256

少数株主持分 153,351 257,833

純資産合計 1,437,540 1,643,132

負債純資産合計 3,058,508 3,518,482
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 2,337,099 2,675,124

売上原価 1,414,110 1,589,505

売上総利益 922,989 1,085,618

販売費及び一般管理費 ※1  949,247 ※1  905,507

営業利益又は営業損失（△） △26,257 180,110

営業外収益   

受取利息 10,133 6,024

為替差益 － 490

その他 10,251 4,894

営業外収益合計 20,384 11,409

営業外費用   

支払利息 242 －

持分法による投資損失 66,654 －

為替差損 1,540 －

その他 3,430 1,358

営業外費用合計 71,868 1,358

経常利益又は経常損失（△） △77,740 190,161

特別利益   

前期損益修正益 4,538 ※5  19,613

関係会社株式売却益 68,969 －

投資有価証券売却益 43,350 23,059

賞与引当金戻入額 － 4,968

新株予約権戻入益 23,800 －

債務免除益 － 20,234

その他 ※4  3,058 －

特別利益合計 143,715 67,876

特別損失   

前期損益修正損 ※5  4,759 －

固定資産売却損 204 －

固定資産除却損 ※3  2,401 ※3  18,927

減損損失 ※2  53,498 ※2  7,527

投資有価証券売却損 － 2,787

関係会社株式売却損 － 18,328

投資有価証券評価損 39,867 1,958

貸倒引当金繰入額 18,905 －

貸倒損失 19,601 －

事務所移転費用 － 13,096

契約解除損失引当金繰入額 － 9,135

その他 － ※6  9,819

特別損失合計 139,238 81,580
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△73,263 176,457

法人税、住民税及び事業税 47,778 65,961

法人税等調整額 7,926 △21,805

法人税等合計 55,705 44,155

少数株主利益 64,905 79,874

当期純利益又は当期純損失（△） △193,873 52,427
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,902,231 3,902,231

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － △2,587,824

当期変動額合計 － △2,587,824

当期末残高 3,902,231 1,314,406

資本剰余金   

前期末残高 1,333,491 1,333,491

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － 2,587,824

欠損填補 － △3,921,316

当期変動額合計 － △1,333,491

当期末残高 1,333,491 －

利益剰余金   

前期末残高 △3,640,348 △3,809,500

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △193,873 52,427

連結範囲の変動 24,721 △6,228

欠損填補 － 3,921,316

当期変動額合計 △169,151 3,967,515

当期末残高 △3,809,500 158,015

自己株式   

前期末残高 △2,844 △2,858

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △7

当期変動額合計 △13 △7

当期末残高 △2,858 △2,865

株主資本合計   

前期末残高 1,592,529 1,423,363

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △193,873 52,427

資本金から剰余金への振替 － －

自己株式の取得 △13 △7

連結範囲の変動 24,721 △6,228

欠損填補 － －

当期変動額合計 △169,165 46,192

当期末残高 1,423,363 1,469,556
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △470 △1,140

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △670 473

当期変動額合計 △670 473

当期末残高 △1,140 △667

為替換算調整勘定   

前期末残高 △34,461 △138,034

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △103,573 54,445

当期変動額合計 △103,573 54,445

当期末残高 △138,034 △83,589

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △34,931 △139,174

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △104,243 54,918

当期変動額合計 △104,243 54,918

当期末残高 △139,174 △84,256

新株予約権   

前期末残高 23,800 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,800 －

当期変動額合計 △23,800 －

当期末残高 － －

少数株主持分   

前期末残高 38,602 153,351

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 114,748 104,482

当期変動額合計 114,748 104,482

当期末残高 153,351 257,833

純資産合計   

前期末残高 1,620,000 1,437,540

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △193,873 52,427

自己株式の取得 △13 △7

連結範囲の変動 24,721 △6,228

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △13,295 159,400

当期変動額合計 △182,460 205,593

当期末残高 1,437,540 1,643,132
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△73,263 176,457

減価償却費 39,034 15,021

のれん償却額 － 60,291

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31,201 29,238

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,457 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 639 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,484 －

その他の引当金の増減額（△は減少） △2,395 △19,472

受取利息及び受取配当金 △10,133 △5,763

支払利息 242 －

持分法による投資損益（△は益） 66,654 －

投資有価証券評価損益（△は益） 39,867 －

投資有価証券売却損益（△は益） △43,350 △23,059

関係会社株式売却損益（△は益） △68,969 18,328

減損損失 53,498 7,527

固定資産売却損益（△は益） 204 －

固定資産除却損 2,401 18,927

新株予約権戻入益 △23,800 －

債務免除益 － △20,234

売上債権の増減額（△は増加） 80,270 6,843

営業貸付金の増減額（△は増加） △481,247 △752,870

たな卸資産の増減額（△は増加） 145 －

仕入債務の増減額（△は減少） 55,515 △20,816

預り金の増減額（△は減少） － △32,227

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） － △31,744

その他 △78,927 38,246

小計 △402,468 △535,307

利息及び配当金の受取額 3,053 4,960

利息の支払額 △248 －

法人税等の支払額 △41,043 △48,567

法人税等の還付額 － 4,662

営業活動によるキャッシュ・フロー △440,707 △574,251
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △7,348 △11,989

無形固定資産の取得による支出 △8,742 △17,754

投資有価証券の取得による支出 △500 －

投資有価証券の売却による収入 － 96,894

関係会社株式の売却による収入 43,350 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

6,322 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△3,089 △139,765

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△61,999 －

貸付金の回収による収入 13,765 40,451

貸付けによる支出 △1,154 －

差入保証金の差入による支出 △29,881 △35,215

差入保証金の回収による収入 16,307 35,237

長期前払費用の取得による支出 △433 －

その他 △2,307 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,710 △32,141

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △76,860 346,500

長期借入金の返済による支出 △233,684 △731,170

長期借入れによる収入 552,400 731,500

社債の発行による収入 － 73,920

社債の償還による支出 △52,094 △15,400

少数株主からの払込みによる収入 156,832 －

自己株式の取得による支出 △13 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 346,580 405,342

現金及び現金同等物に係る換算差額 △66,774 24,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △196,612 △176,628

現金及び現金同等物の期首残高 991,903 ※1  790,886

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4,404 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  790,886 ※1  614,257
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 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数  ５社 

  連結子会社名 

  Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ㈱ 

  ㈱アガットコンサルティング 

  ㈱トラストアドバイザーズ 

  ㈱ジオブレイン 

   Your Capital Co., Limited（韓国） 

上記のうち、㈱トラストアドバイ

ザーズは当連結会計年度において新

たに株式を取得したことにより連結

の範囲に含めております。 

また、前連結会計年度において連

結子会社であった日本キャリア・パ

ートナーズ㈱（旧 ㈱バーテックス

リンクデジタルデザイン）は、全株

式を譲渡したため、㈱シーサイド

は、株式の一部を譲渡したため株式

保有割合が15％未満になったことに

より、連結の範囲から除いておりま

す。 

なお、コンテンツ・メディア・ミッ

クス㈱及び㈱エー・エム・コンポジッ

トは㈱ジオブレイン及びＭ＆Ａグロー

バル・パートナーズ㈱（旧 ㈱ブイ・

エル・アール）にそれぞれ吸収合併し

たため、連結の範囲から除いておりま

す。 

(1) 連結子会社の数  ３社 

  連結子会社名 

  Ｍ＆Ａグローバル・パートナーズ㈱ 

  ㈱トラストアドバイザーズ 

   Your Capital Co., Limited（韓国） 

前連結会計年度において連結子会社

であった㈱アガットコンサルティング

は、当社が所有する株式の86％を平成

21年４月６日付で同社の代表取締役社

長である藤浦宏史氏に譲渡したため、

連結の範囲から除外しております。 

また、前連結会計年度において連結

子会社であった㈱ジオブレインは、当

社が所有する株式の21.25％を、平成

21年４月23日付で譲渡し、また同月、

同社が第三者割当増資を実施し、当社

持分比率が14.7％となったため、連結

の範囲から除外しております。 

  

  (2) 主要な非連結子会社の名称等  

   Vertex Link (Asia) Limited（香港）

当連結会計年度第２四半期まで連結

子会社であったVertex Link (Asia) 

Limited（香港）は、第３四半期以降

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、連結の範囲から除いており

ます。 

(2) 主要な非連結子会社の名称等  

   Vertex Link (Asia) Limited（香港）

Vertex  Link  (Asia)  Limited（香

港）は、前連結会計年度に休業し、総

資産の額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、連結の範囲から除いて

おります。 
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前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の関連会社の数   ― 

前連結会計年度において持分法適用会

社でありました㈱エー・エム・テクノロ

ジーは、全株式を売却したため持分法適

用の範囲から除いております。 

  なお、第３四半期連結会計期間末まで

の損益は、当連結会計年度の連結損益計

算書に持分法による投資損失として計上

しております。 

(1) 持分法適用の関連会社の数   ― 

  (2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社の状況  

 Vertex Link (Asia) Limited（香港）

は、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体としても重要性がないため持分法の

適用範囲から除外しております。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社の状況  

同左  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

すべての連結子会社の決算日は、連結決

算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ．子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法  

ｂ．その他有価証券 

時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

ａ．子会社株式及び関連会社株式 

同左 

ｂ．その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法  

時価のないもの 

同左 

  ② たな卸資産 

主として移動平均法による原価法

（貸借対照表価額については、収益性

の低下に基づく簿価切り下げの方法）

により算定しております。 

 （会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「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日公表分）

を適用しております。 

 なお、これによる損益に与える影

響はありません。  

② たな卸資産 

同左 

  

  

  

―――――  

  ③ 特定金銭信託 

 当該特定金銭信託は、元本が保証さ

れない金銭信託でありますが、預金と

同様の性格を有するため、当該特定金

銭信託の評価は原価法を採用しており

ます。 

③ 特定金銭信託 

同左 
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前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は主として

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法）を採用し、在外連

結子会社は主として定額法を採用して

おります。なお、主要な耐用年数は、

以下のとおりであります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は主として

定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法）を採用し、在外連

結子会社は主として定額法を採用して

おります。なお、主要な耐用年数は、

以下のとおりであります。 

  建 物      ７年～18年  

機械装置及び 

運搬具        ２年～６年   

器具及び備品   ２年～20年 

建 物      ７年～18年 

機械装置及び 

運搬具           ２年 

器具及び備品   ２年～20年 

  ② 無形固定資産 

自社利用ソフトウェア 

社内における利用可能期間（２～５

年）に基づく定額法  

② 無形固定資産 

自社利用ソフトウェア 

同左 

  (3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、当社及び連結子会社（㈱トラスト

アドバイザーズ及びYour  Capital 

Co., Limited（韓国）を除く）は、一

般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

 また、当連結会計年度に新たに連結

子会社となった㈱トラストアドバイザ

ーズ及びYour Capital Co., Limited

（韓国）は、将来の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権及び延滞債権

等特定の債権については延滞日数に応

じて区分して、過去の一定の算定期間

における貸倒実績等により回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。  

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、当社及び連結子会社（㈱トラスト

アドバイザーズ及びYour  Capital 

Co., Limited（韓国）を除く）は、一

般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

 また、㈱トラストアドバイザーズ及

び Your  Capital  Co.,  Limited（韓

国）は、将来の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権及び延滞債権等特

定の債権については延滞日数に応じて

区分して、過去の一定の算定期間にお

ける貸倒実績等により回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上しており

ます。  

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与に備え

るため、支給見込額の当連結会計年度

負担額を計上しております。  

② 賞与引当金 

同左 

  ③ その他の引当金 

 ㈱トラストアドバイザーズのサブリ

ース取引において貸主への賃料保証に

よる損失発生に備えるため、当連結会

計年度において賃料保証している物件

のうち、損失発生が見込まれ、かつ金

額を合理的に見積もることのできる物

件について、損失見込額を計上してお

ります。 

③     ――――― 
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前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  ④       ― ④ 契約解除損失引当金 

㈱トラストアドバイザーズにおいて

不採算となっていたサブリース取引の

解約に伴う、テナントの契約解除によ

り発生する損失見込額を計上しており

ます。 

  ⑤ 退職給付引当金 

 一部の連結子会社は、従業員の退職

給付に備えるため、当連結会計年度に

おける退職給付債務見込み額に基づき

計上しております。 

⑤ 退職給付引当金 

同左 

  ⑥ 役員退職慰労引当金  

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。  

⑥ 役員退職慰労引当金  

同左 

  (4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。な

お、在外連結子会社等の資産及び負債

は、連結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めて計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算基準 

同左  

  (5）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

①  消費税等の会計処理方法 

税抜方式によっております。 

②  連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。

(5）その他連結財務諸表作成のための重要

な事項 

①  消費税等の会計処理方法 

同左 

②  連結納税制度の適用 

同左  

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法によっております。

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

のれんの償却については、その効果の発

現する期間を個別に見積もり、10年以内の

合理的な年数で定額法により償却を行って

おります。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引出し可能な預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日の到来する流

動性の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資からなっておりま

す。 

同左 

㈱バーテックス リンク（9816）　平成22年３月期決算短信　

25



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

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 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、当連結会計年度から「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））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 また、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、引続き通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。  

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

（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） 

 当連結会計年度より、「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、連結上必要な修正

を行っております。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

――――― 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

※１．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 836,218千円  営業貸付金 千円1,026,053

(2) 上記に対応する債務 (2) 上記に対応する債務 

 短期借入金   70,300千円

 １年内返済予定の 

 長期借入金 

421,800千円

 長期借入金 130,055千円

 社債 21,090千円

  合 計 643,245千円

 短期借入金    千円123,450

 １年内返済予定の 

 長期借入金 

千円574,394

 長期借入金 千円72,012

 １年内償還予定の社債 千円24,690

  合 計 千円794,547

 ※２．たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。  ※２．たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

仕掛品 1,448千円

貯蔵品 5,536千円

貯蔵品 千円4,111

３．受取手形割引高 40,919千円 ――――― 
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

役員報酬 99,005千円 

給与手当 211,867千円 

販売手数料 147,751千円 

賞与引当金繰入額 10,133千円 

貸倒引当金繰入額 84,056千円 

役員報酬 千円 61,635

給与手当 千円 125,558

販売手数料 千円 193,529

賞与引当金繰入額 千円 8,096

貸倒引当金繰入額 千円 122,178

※２．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは、連結子

会社の㈱アガットコンサルティングの買収時に計上し

たのれんのうち将来における収益獲得能力を再評価い

たしまして現状の簿価と乖離する金額を償却し、か

つ、㈱アガットコンサルティングの売却を決定したこ

とに伴い、のれんとして計上されていました残額を一

括償却いたしました。 

   当該減損につきましては、当初の取得時の評価と比

較して実績が著しく乖離していたので、見直しの事業

計画に基づく将来キャッシュフローの再判定を行い当

該資産についての超過収益力(のれん)との差額51,237

千円、かつ、売却に伴う一括償却によりのれん計上額

の残額2,261千円を特別損失に計上いたしました。  

※２．減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

  

当社グループは、原則として、事業別管理会計区分

によりグルーピングを行っており、遊休資産について

は個別資産ごとにグルーピングを行っております。 

当連結会計年度において、当社グループが所有する

固定資産のうち㈱トラストアドバイザーズにおいて使

用しておりましたソフトウエア（賃貸管理業務システ

ム）につきましては、新たなシステムを導入したため

遊休状態となっており、また、将来の使用の可能性が

著しく低いことから、帳簿価額相当額である7,527千

円を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

場所 用途 種類 

東京都品川区 遊休資産 ソフトウエア 

※３．固定資産除却損は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損は次のとおりであります。 

建物 604千円  

工具、器具及び備品 928千円 

ソフトウエア 815千円 

機械装置及び運搬具 53千円 

建物 千円 9,422

工具、器具及び備品 千円 4,951

ソフトウエア 千円 2,613

電話加入権 千円 1,939

※４．主に前連結会計年度において計上した社会保険料の

戻入によるものであります。 

――――― 

※５．主にYour Capital Co.,Limited(韓国)が当連結会計

年度に連結したことに伴う修正によるものでありま

す。 

※５．主に㈱トラストアドバイザーズいて過年度の会社分

割により承継した預り金等を修正したことにより発生

したものであります。 

  

――――― 

※６．主な内容は次の通りであります。 

持分変動損失 千円 4,558

損害賠償金 千円 2,636
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加１千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）第２回～第４回新株予約権の当連結会計年度減少は新株予約権の消却によるものであります。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  74,330  －  －  74,330

合計  74,330  －  －  74,330

自己株式         

普通株式（注）  19  1  －  20

合計  19  1  －  20

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（千株）  
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 
第２回新株予約権（注） 普通株式  1,750  －  1,750  －  －

第３回新株予約権（注） 普通株式  12,050  －  12,050  －  －

第４回新株予約権（注） 普通株式  5,000  －  5,000  －  －

連結子会社 － －  －  －  －  －  －

合計 － 18,800 － 18,800 －  －

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  74,330  －  －  74,330

合計  74,330  －  －  74,330

自己株式         

普通株式（注）  20  0  －  20

合計  20  0  －  20
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係 

 （平成21年３月31日現在）  （平成22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定   千円 597,052

取得日から3ヶ月以内に       

償還期限の到来する短期投資   千円 195,434

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 千円 △1,600

現金及び現金同等物 千円 790,886

現金及び預金勘定   千円 581,337

取得日から3ヶ月以内に       

償還期限の到来する短期投資 千円 32,920

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 千円 －

現金及び現金同等物 千円 614,257

※２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の売却により㈱日本キャリア・パートナーズが

連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び

負債の内訳並びに㈱日本キャリア・パートナーズの売

却価額と売却による支出は次のとおりであります。 

※２．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式の売却により㈱ジオブレインが連結子会社でな

くなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並び

に㈱ジオブレインの売却価額と売却による支出は次の

とおりであります。 

流動資産 5,355千円

固定資産 405千円

流動負債 △29,807千円

固定負債 △24,996千円

株式売却益 49,041千円

㈱日本キャリア・パートナーズの売

却価額 

- 千円

 同社の現金及び現金同等物 3,089千円

差引 売却による収入 △3,089千円

流動資産 千円265,363

固定資産 千円21,569

流動負債 千円△140,919

固定負債 千円△78,350

小計 千円67,662

非売却株式に係る連結上の簿価 千円△21,106

株式売却損 千円△5,852

少数株主持分 千円△32,202

㈱ジオブレインの売却価額 千円8,500

同社の現金及び現金同等物 千円108,815

差引 売却による収入 千円△100,315

  

株式の売却により㈱シーサイドが連結子会社でなく

なったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに

㈱シーサイドの売却価額と売却による収入は次のとお

りであります。 

  

株式の売却により㈱アガットコンサルティングが連

結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負

債の内訳並びに㈱アガットコンサルティングの売却価

額と売却による収入は次のとおりであります。 

流動資産 21,988千円 

固定資産 5,903千円 

流動負債 △13,382千円 

固定負債 △11,553千円 

 小計 2,955千円 

 非売却株式に係る連結上の簿価 △354千円 

 株式売却益 19,927千円 

 ㈱シーサイドの売却価額 22,528千円

 同社の現金及び現金同等物 16,205千円 

 差引 売却による収入 6,322千円 

流動資産 千円 100,833

固定資産 千円 15,182

流動負債 千円 △40,532

固定負債 千円 △33,458

 小計 千円 42,026

 非売却株式に係る連結上の簿価 千円 △5,883

 株式売却損 千円 △12,475

 ㈱アガットコンサルティングの 

売却価額 
千円 23,667

 同社の現金及び現金同等物 千円 63,117

 差引 売却による収入 千円 △39,449

    

㈱バーテックス リンク（9816）　平成22年３月期決算短信　

30



前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※３．当連結会計年度に株式の取得により連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳 

株式取得により新たに㈱トラストアドバイザーズを

連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳

並びに㈱トラストアドバイザーズの取得価額と取得の

ための支出（純額）との関係は次のとおりでありま

す。 

  

流動資産  218,882千円

固定資産  107,702千円

のれん  480,849千円

流動負債 △342,654千円

固定負債 △334,780千円

㈱トラストアドバイザーズの 

取得価額 

 

130,000千円

同社の現金及び現金同等物 68,000千円

差引 取得による支出 61,999千円

――――― 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品又は事業の内容等 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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、減損損

失及び資本的

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

事業区分 主要な製品又は事業の内容等 

ＩＴ関連事業  

・ＵＲＬフィルタリング、コンテンツセキュリティ、レポーティング、

暗号、コンピュータペスト対策、遠隔監視システム 

・リチウムイオンバッテリー他電子部品 

・パソコン用内臓電源装置  

企業再生再編支援等・ 

投融資関連事業 

・企業再生再編支援（Ｍ＆Ａ仲介、資金調達仲介、再生コンサルティン

グ、事業承継コンサルティング、企業調査）事業  

・会計等業務アウトソーシング事業 

・人材（専門職、専任職等）紹介事業  

・その他投融資関連事業 

不動産賃貸管理事業 ・不動産賃貸管理事業 

セールスプロモーション事業 

・メーリング事業  

・マーケティング（Ｗｅｂサイト構築等）事業 

・金融ソリューション事業  

フィナンシャルサービス事業 ・消費者金融事業 

その他事業 ・複合部材事業 
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３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めました配賦不能営業費用の金額は302,526千円であり、その主な

ものは当社グループの管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めました全社資産の金額は638,094千円であり、その主なものは当社の

運用資金及びグループの管理部門に係る資産であります。 

５．事業区分の名称の変更 

   従来の「企業再生支援・投融資関連事業」につきましては、企業に対する「経営管理・人材・財務」を中心

としたサポート事業としての位置づけを明確にするため、「企業再生再編支援等・投融資関連事業」に名称を

変更いたしました。 

   また、従来の「ロジスティックマネジメント事業」としていた事業はメーリング配送等を主体としたクロス

メディアプロモーション業務でありましたが、事業価値の向上を図るために、企画提案事業を主体とした事業

への転換を図ったため、「セールスプロモーション事業」に名称を変更いたしました。 

６．事業区分の方法の変更 

    従来、「企業再生支援・投融資関連事業」に区分しておりました消費者金融事業について、顧客が企業（Ｂ

to Ｂ）ではなく（Ｂ to Ｃ）であること及び受取利息の収益構造より判断し、個人対象の消費者金融業の

実態に合わせるため、「企業再生再編支援等・投融資関連事業」より分割し、「フィナンシャルサービス事

業」として区分することにいたしました。 

   この結果従来の方法に比較して当連結会計年度の「企業再生再編支援等・投融資関連事業」の売上高は、

537,714千円（うち、外部顧客に対する売上高は537,714千円）減少し、営業利益は、147,052千円減少してお

ります。 

    ７．事業区分の追加 

   当社は、当連結会計年度におきまして㈱トラストアドバイザーズを取得したことによりまして、新たに不動

産賃貸管理事業としての位置づけを明確にするため、「不動産賃貸管理事業」を新たに区分いたしました。 
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分に属する主要な製品又は事業の内容等 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めました配賦不能営業費用の金額は251,798千円であり、その主な

ものは当社グループの管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めました全社資産の金額は550,432千円であり、その主なものは当社の

運用資金及びグループの管理部門に係る資産であります。 

５. 事業区分の名称変更 

従来の「企業再生再編支援等・投融資関連事業」につきましては、企業に対する「経営管理・財務」を中

心としたサポート業務として、再生企業へのＭ＆Ａ・資金調達等の仲介業務、事業承継企業等への企業価値

算定のコンサルティング業務を展開する事業として「企業再生再編事業」と名称変更いたしました。 

６. 事業区分の変更 

事業区分の方法につきましては、従来、「ＩＴ関連事業」、「企業再生再編支援等・投融資関連事業」、

「不動産賃貸管理事業」、「セールスプロモーション事業」、「フィナンシャルサービス事業」、「その他

事業」の６区分により分類をしておりましたが、「セールスプロモーション事業」につきましては第１四半

期連結会計期間より株式会社ジオブレインを連結の範囲から除外したことに伴い事業区分を廃止いたしまし

た。また「その他事業」につきましては、第１四半期連結会計期間より、当該事業区分に含まれていた複合

部材事業から撤退したことに伴い、廃止いたしました。 

７. 第１四半期連結会計期間において、連結子会社でありました株式会社アガットコンサルティングを連結の

範囲から除外したことにより、企業再生再編事業における資産の金額が116,016千円減少しております。  

  
ＩＴ関連 
事業 

（千円） 

企業再生 
再編事業 
（千円） 

不動産賃貸
管理事業 
（千円） 

フィナンシャ
ルサービス 

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  
 152,859  106,714  1,687,435  728,115   2,675,124  －  2,675,124

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高  

 －  －  －  －  －  －  －

計  152,859  106,714  1,687,435  728,115  2,675,124  －  2,675,124

営業費用   113,198  70,308  1,568,927  527,744  2,280,178  214,834  2,495,013

営業損益 

（△は損失）  
 39,660  36,406  118,508  200,370  394,945  △214,834  180,110

Ⅱ 資産、減価償却

費、減損損失及

び資本的支出  

  

資産  48,480  71,224  720,087  2,128,257  2,968,050  550,432  3,518,482

減価償却費   297  200  64,844  3,114  68,457  6,855  75,313

減損損失  －  －  7,527  －  7,527  －  7,527

資本的支出   －  250  15,785  －  16,035  13,521  29,556

事業区分 主要な製品又は事業の内容等 

ＩＴ関連事業  
・ネットワークセキュリティ事業（ＵＲＬフィルタリング、コンテンツセキ

ュリティ、レポーティング、暗号、コンピュータペスト対策） 

企業再生再編事業 ・企業再生再編事業（企業再生再編関連、Ｍ＆Ａ仲介、資金調達支援） 

不動産賃貸管理事業 
・不動産賃貸管理事業（レジデンス事業、ビルマネジメント事業、オフィス

事業、アセットマネジメント事業） 

フィナンシャルサービス事業 ・消費者金融事業 
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法         

 地理的近接度により区分しております。   

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア：中国（香港）、韓国 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めました配賦不能営業費用の金額は302,526千円であり、その主な

ものは当社グループの管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めました全社資産の金額は638,094千円であり、その主なものは当社の

運用資金及びグループの管理部門に係る資産であります。 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法         

 地理的近接度により区分しております。   

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア：韓国 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めました配賦不能営業費用の金額は251,798千円であり、その主な

ものは当社グループの管理部門に係る費用であります。 

４．資産のうち消去又は全社の項目に含めました全社資産の金額は550,432千円であり、その主なものは当社の

運用資金及びグループの管理部門に係る資産であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
アジア
（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 
 1,799,385  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 
 －  3,528  3,528  (3,528)  －

計  1,799,385  541,243  2,340,628  (3,528)  2,337,099

営業費用  1,664,545  415,778  2,080,324  283,033  2,363,357

営業利益 

（△は営業損失） 
 134,839  125,464  260,304  (286,562)  △26,257

Ⅱ 資産  1,129,794  1,290,620  2,420,414  638,094  3,058,508

  
日本 

（千円） 
アジア
（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 
 1,947,008  728,115  2,675,124  －  2,675,124

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,947,008  728,115  2,675,124  －  2,675,124

営業費用  1,752,433  527,744  2,280,178  214,834  2,495,013

営業利益 

（△は営業損失） 
 194,574  200,370  394,945  △214,834  180,110

Ⅱ 資産  839,792  2,128,257  2,968,050  550,432  3,518,482
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

 （注）１．国又は地域の区分の方法  

 地理的近接度により区分しております。  

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア：中国（香港）、韓国 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分の方法  

 地理的近接度により区分しております。  

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア：韓国 

  

ｃ．海外売上高

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  537,714  537,714

Ⅱ 連結売上高（千円）    2,337,099

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
23.0 23.0 

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  728,115  728,115

Ⅱ 連結売上高（千円）    2,675,124

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
27.2 27.2 
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 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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 

１株当たり純資産額 円   銭 18 64

１株当たり当期純利益金額 円   銭 0 71

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 
円 銭 0 53

  
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額（△損失）     

当期純利益（△損失）（千円）  △193,873  52,427

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益 

（△損失）（千円） 
 △193,873  52,427

普通株式の期中平均株式数（千株）  74,310  74,310

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額 
    

当期純利益調整額（千円）  －  △12,965

（うち子会社の発行する潜在株式による

影響）   
 －  (△12,965)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

連結子会社の発行する新株予約権 

新株予約権(ストック・オプション)

１種類(1,264,000株) 

新株予約権付社債に付された新株予

約権 1種類(800,000株) 

連結子会社の発行する新株予約権 

新株予約権付社債に付された新株予

約権 1種類(800,000株) 
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 １．アガットコンサルティングの株式一部譲渡 

平成21年３月４日開催の取締役会の決議に基づき、当

社完全子会社である㈱アガットコンサルティングの株式

の一部を平成21年４月６日をもって譲渡いたしました。

 その概要は次のとおりです。 

 (1) 異動する子会社の概要 

 ① 商号 株式会社アガットコンサルティング 

 ② 代表者 代表取締役 藤浦 宏史 

 ③ 設立年月日 平成13年３月７日 

 ④ 資本金の額 25,000千円 

 ⑤ 主な事業内容  

株式公開コンサルティング、Ｍ＆Ａコンサルティ

ング、企業再生・再編コンサルティング、内部統制

コンサルティング、経理・給与計算・総務業務アウ

トソーシング 

 ⑥ 発行済株式総数 5,000株 

 ⑦ 異動前の株主構成 

 ㈱バーテックスリンク 100% 

 (2) 株式の譲渡先 

 ① 氏名 藤浦 宏史（当該会社 代表取締役社長） 

 ② 当社との関係 

 取引関係：該当事項なし 

 関連当事者関係：該当事項なし 

 人的関係：あり（当社経営企画室長） 

 (3) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有状況 

 ① 譲渡株式数 4,300株 

 ② 譲渡価額  23,667,200円 

 ③ 譲渡前の所有株式の状況 5,000株（100%） 

 ④ 譲渡後の所有株式の状況  700株（14%） 

 ⑤ 譲渡後の株主構成 

 藤浦宏史氏  4,300株（所有割合 86%） 

 当社      700株（所有割合 14%） 

(4) 当該会社が連結子会社から除外されることに伴い、

当該会社より受け入れていた経営企画室長の任を解か

れ、当社との人的関係はなくなりました。 

 ２．ジオブレインの株式一部譲渡 

平成21年４月22日開催の取締役会の決議に基づき、当

社連結子会社である㈱ジオブレインの株式の一部を平成

21年４月23日をもって譲渡いたしました。 

また、当該会社株式会社ジオブレインは平成21年４月

22日開催の臨時株主総会において第三者割当増資するこ

とを決議し、平成21年４月25日に実施いたしました。 

 その概要は次のとおりです。 

――――― 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (1) 異動する子会社の概要 

 ① 商号 株式会社ジオブレイン 

 ② 代表者 代表取締役社長 南部 隆宏 

 ③ 設立年月日 平成16年４月９日 

 ④ 資本金の額 40,000千円 

 ⑤ 主な事業内容  

 1.メーリング・クロスメディア事業 

 2.マーケティング事業（Ｗｅｂサイト構築等） 

 3.金融ソリューション事業 

 ⑥ 発行済株式総数 800株 

 ⑦ 異動前の株主構成 

 株式会社バーテックス リンク 420株（52.5%） 

 中部産業株式会社       300株（37.5%） 

(2) 株式の譲渡先 

 ① 商 号 有限会社イグザミン・アクト 

 ② 所在地 千葉県柏市西原二丁目５番36号 

 ③ 代表者 代表取締役 金田 晃 

 ④ 主な事業内容 

   経営コンサルタント事業 

   投融資事業 

 ⑤ 当社との関係 

  取引関係・関連当事者関係・人的関係はない。 

(3) 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有状況 

 ① 譲渡株式数 170株 

 ② 譲渡価額  8,500,000円 

 ③ 譲渡前の所有株式の状況 420株（52.5%） 

 ④ 譲渡後の所有株式の状況 250株（31.3%） 

  譲渡後の株主構成 

 有限会社イグザミン・アクト 550株 

 （所有割合 68.7%） 

 当社      250株  （所有割合 31.3%） 

  (4) 第三者割当増資の内容 

 ① 発行新株式数 普通株式 900 株 

 ② 発行価額 50,000 円 

 ③ 発行価額の総額 45,000,000 円 

 ④ 資本組入額 1 株につき50,000 円 

 ⑤ 資本組入額の総額 45,000,000 円 

 ⑥ 申込期日 平成21 年４月23 日 

 ⑦ 払込期日 平成21 年４月25 日 

 ⑧ 引受け先 藤川由武  300 株 

 西浜健雄  300 株 

 山本丈雄   60 株 

 山本文雄  120 株 

 山本恵美子 120 株 

 ⑨ 増資後当社出資比率 14.7% 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３．資本金及び資本準備金の取崩について 

 当社は、平成21年６月26日開催の定時株主総会におい

て、「資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の

処分」について決議いたしました。 

(1) 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処

分の目的 

  当社は、平成21年３月期において、誠に遺憾ながら

多額の累積損失を計上するに至っております。 

  当社は不採算事業の整理を経て、当社の掲げる利益

体質の定着化のための経営再建を推し進めるべく、当

社グループ一丸となって努力しておりますが、繰越損

失の解消には相当の期間を要すると見込まれます。そ

こで、早期に財務体質を健全化し株主配当を実現する

ために、会社法第447条第１項及び第448条第１項の規

定に基づき、資本金及び資本準備金の額の減少をした

上で、会社法第452条の規定に基づき、剰余金の処分

を行い、これにより欠損の解消を図るものでありま

す。 

(2) 資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処

分の要領 

 ① 資本金減少の要領  

  イ 減少する資本金の額 

会社法第447条第１項の規定に基づき、平成21

年３月31日現在の資本金の額3,902,231,146円のう

ち2,587,824,751円を減少し、1,314,406,395円と

いたします。 

  ロ 資本金減少の方法 

発行済株式総数の変更は行わず、減少する資本

金の額2,587,824,751円の全額を「その他資本剰余

金」に振替えることといたします。 

 ② 資本準備金減少の要領 

   会社法第448条第１項の規定に基づき、平成21年

３月31日現在の資本準備金の額1,333,491,378円を

全額減少し０円とし、減少額全額を「その他資本剰

余金」に振替えることといたします 

③ 資本金及び資本準備金の減少が効力を生ずる日 

平成21年８月１日を予定しております。 

④ 剰余金の処分の要領 

会社法第452条の規定に基づき、前述の結果振替

えた「その他資本剰余金」3,921,316,129円をもっ

て、「繰越利益剰余金」の欠損填補を行いたいと存

じます。 

減少する剰余金の項目及び金額、増加する剰余金

の項目及び金額は次のとおりです。 

    イ 減少する剰余金の項目及び金額 

      その他資本剰余金  3,921,316,129円 

    ロ 増加する剰余金の項目及び金額 

      繰越利益剰余金   3,921,316,129円 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

(3) 日程 

   ① 取締役会決議日  平成21年５月22日 

   ② 定時株主総会決議日 

              平成21年６月26日 

   ③ 債権者異議申述催告公告日 

              平成21年６月29日 

   ④ 債権者異議申述催告 終期日 

              平成21年７月29日（予定） 

   ⑤ 効力発生日     平成21年８月１日（予定） 
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リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプシ

ョン等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大

きくないと考えられるため開示を省略します。 

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 304,152 406,009

売掛金 62,771 45,960

関係会社売掛金 4,868 －

有価証券 － 300,000

前払費用 4,503 8,854

短期貸付金 15,213 19,131

関係会社短期貸付金 43,498 77,874

未収入金 4,557 1,747

関係会社未収入金 61,819 24,210

その他 8,458 5,922

貸倒引当金 △24,608 △17,082

流動資産合計 485,235 872,629

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,694 5,545

減価償却累計額 △3,147 △1,044

建物（純額） 9,546 4,501

工具、器具及び備品 38,968 15,023

減価償却累計額 △31,392 △10,231

工具、器具及び備品（純額） 7,576 4,791

有形固定資産合計 17,123 9,292

無形固定資産   

ソフトウエア 9,442 6,653

電話加入権 2,654 715

無形固定資産合計 12,097 7,368

投資その他の資産   

投資有価証券 64,776 3,472

関係会社株式 377,515 379,195

関係会社社債 350,000 50,000

長期貸付金 44,143 85,323

関係会社長期貸付金 91,874 －

差入保証金 35,421 15,818

その他 0 0

貸倒引当金 △400 △693

投資その他の資産合計 963,330 533,117

固定資産合計 992,551 549,778

資産合計 1,477,786 1,422,407
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 24,753 15,781

未払金 24,275 14,818

関係会社未払金 10,162 1,267

未払費用 7,876 7,378

未払法人税等 6,704 2,587

前受金 － 420

預り金 1,321 1,057

仮受金 86,857 80,140

賞与引当金 3,630 3,174

その他 1,795 894

流動負債合計 167,378 127,520

負債合計 167,378 127,520

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,902,231 1,314,406

資本剰余金   

資本準備金 1,333,491 －

資本剰余金合計 1,333,491 －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △3,921,316 △15,986

利益剰余金合計 △3,921,316 △15,986

自己株式 △2,858 △2,865

株主資本合計 1,311,547 1,295,553

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,140 △667

評価・換算差額等合計 △1,140 △667

純資産合計 1,310,407 1,294,886

負債純資産合計 1,477,786 1,422,407
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 292,073 305,652

売上原価   

商品期首たな卸高 － －

当期商品仕入高 150,651 89,099

合計 150,651 89,099

商品期末たな卸高 － －

商品売上原価 150,651 89,099

売上総利益 141,422 216,552

販売費及び一般管理費 322,525 275,700

営業損失（△） △181,103 △59,147

営業外収益   

受取利息 7,489 5,697

有価証券利息 15,963 19,263

為替差益 － 67

その他 659 2,053

営業外収益合計 24,112 27,082

営業外費用   

為替差損 421 －

その他 0 －

営業外費用合計 421 －

経常損失（△） △157,411 △32,065

特別利益   

貸倒引当金戻入額 76,210 7,233

前期損益修正益 4,009 －

投資有価証券売却益 19,950 23,059

関係会社株式売却益 － 172

新株予約権戻入益 23,800 －

債務免除益 － 20,234

その他 10 －

特別利益合計 123,979 50,699

特別損失   

前期損益修正損 － 6,000

固定資産除却損 1,037 18,927

投資有価証券売却損 － 2,787

投資有価証券評価損 39,867 1,958

関係会社株式評価損 216,063 －

事務所移転費用 － 13,096

特別損失合計 256,967 42,770

税引前当期純損失（△） △290,399 △24,136

法人税、住民税及び事業税 △10,271 △8,149
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

法人税等合計 △10,271 △8,149

当期純損失（△） △280,127 △15,986
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,902,231 3,902,231

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － △2,587,824

当期変動額合計 － △2,587,824

当期末残高 3,902,231 1,314,406

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,333,491 1,333,491

当期変動額   

準備金から剰余金への振替 － △1,333,491

当期変動額合計 － △1,333,491

当期末残高 1,333,491 －

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － 2,587,824

準備金から剰余金への振替 － 1,333,491

欠損填補 － △3,921,316

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 1,333,491 1,333,491

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － 2,587,824

欠損填補 － △3,921,316

当期変動額合計 － △1,333,491

当期末残高 1,333,491 －

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △3,641,188 △3,921,316

当期変動額   

欠損填補 － 3,921,316

当期純損失（△） △280,127 △15,986

当期変動額合計 △280,127 3,905,329

当期末残高 △3,921,316 △15,986

利益剰余金合計   

前期末残高 △3,641,188 △3,921,316
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

欠損填補 － 3,921,316

当期純損失（△） △280,127 △15,986

当期変動額合計 △280,127 3,905,329

当期末残高 △3,921,316 △15,986

自己株式   

前期末残高 △2,844 △2,858

当期変動額   

自己株式の取得 △13 △7

当期変動額合計 △13 △7

当期末残高 △2,858 △2,865

株主資本合計   

前期末残高 1,591,689 1,311,547

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △280,127 △15,986

自己株式の取得 △13 △7

当期変動額合計 △280,141 △15,993

当期末残高 1,311,547 1,295,553

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △470 △1,140

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △670 473

当期変動額合計 △670 473

当期末残高 △1,140 △667

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △470 △1,140

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △670 473

当期変動額合計 △670 473

当期末残高 △1,140 △667

新株予約権   

前期末残高 23,800 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △23,800 －

当期変動額合計 △23,800 －

当期末残高 － －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 1,615,019 1,310,407

当期変動額   

当期純損失（△） △280,127 △15,986

自己株式の取得 △13 △7

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △24,470 473

当期変動額合計 △304,611 △15,520

当期末残高 1,310,407 1,294,886
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 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記
㈱バーテックス リンク（9816）　平成22年３月期決算短信　

50



(1）役員の異動 

 現在のところ未定であります。 

  

(2）その他 

 該当事項はありません。  

  

６．その他
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