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グループシナジーの
極大化で、
新たな企業価値の創造

（Value Create）に
挑戦し続けます。

株主の皆様におかれましては、日ごろより格別のご厚情を賜
り、厚く御礼申し上げます。

この度、当社第18期（平成23年4月1日から平成24年3月
31日まで）の決算がまとまりましたので、ここにバルクグ
ループレポートをお届け致します。

当期は、東日本大震災の影響からの緩やかな持ち直しの兆
しが見られるものの、長期化する円高や欧州における財政
危機問題等の影響による企業収益悪化の懸念に加え、依然
として続く雇用情勢の厳しさもあり、景気先行きに対する不
透明な状況が続いております。
　
このような経営環境下ではありますが、今後もグループシ
ナジーの極大化で、一層の業容拡大と企業価値の向上に努
めてまいりますので、株主の皆様には、引き続きバルクグ
ループをご支援賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

昭和23年３月23日生
昭和45年３月 山梨大学工学部機械工学科卒業
昭和45年４月 ㈱リコー入社
昭和58年４月 ㈱オフィス総合研究所次長就任
平成６年９月 当社設立　代表取締役社長就任

代表取締役社長　村松 澄夫
PROFILE

トップメッセージ  TOP MESSAGE
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グループシナジーの
極大化で、
新たな企業価値の創造

（Value Create）に
挑戦し続けます。

バ ル ク グ ル ー プ の 相 関 図

われわれは、 企業価値の創造（Value Create）を支援します。

マーケティングリサーチ事業

ＩＴ事業

コンサルティング事業

情報
デジタルサービス事業

情報セキュリティコンサルティング
（プライバシーマーク、ISO27001等の取得支援）

株式等の保有を通じた
企業グループの
管理・運営等

ITソリューション事業

株式会社ヴィオ 日本データベース開発 株式会社

データベース構築支援
図書館支援事業

インターネット等による
マーケティングリサーチ
事業戦略コンサルティング
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第16期
（H22/3）

第17期
（H23/3）

第18期
（H24/3）

△122,237

△93,481

△28,348

第16期
（H22/3）

第17期
（H23/3）

第18期
（H24/3）

447,965

239,268

424,610

201,556

406,794

168,097

第16期
（H22/3）

第17期
（H23/3）

第18期
（H24/3）

△140,680
△110,434

△34,623

当連結会計年度における当社グループ
は、既存顧客の囲い込みや新規顧客の
開拓に向けた潜在需要の掘り起こしに注
力し、営業及び受注活動の強化を行うと
ともに、既存分野を中心とした新規事業
の開発、商品力の向上、固定費削減な
どによる経費効率の改善、予算進捗管理
の徹底を実施したことから、前年同期に
対して売上高は下回りましたが、営業損
益、経常損益、当期純損益については、
大幅な改善をいたしました。

経常損失（△） （単位：千円） ■総資産額／■純資産額 （単位：千円）当期純損失（△） （単位：千円）

第16期
（H22/3）

第17期
（H23/3）

第18期
（H24/3）

870,515

1,061,148
973,900

第16期
（H22/3）

第17期
（H23/3）

第18期
（H24/3）

△119,080
△109,701

△27,112

売上高 （単位：千円） 営業損失（△） （単位：千円）

トップメッセージ  TOP MESSAGE

経 営 成 績
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Consulting

企業の情報セキュリティに対する意識の高さや社会的責任
に対する認識の深さは感じられるものの、景気先行きの
不透明な状況の中、企業の新たな設備投資に対する姿勢
は、相変わらず慎重さがうかがえます。しかしながら、情
報セキュリティコンサルティング分野においては、個人情
報等の情報漏洩が増加している事態を受けビジネスチャ
ンスが広がっております。このことを受け、新たにサービ
スラインナップの改革を行い既存顧客の維持・拡大及び
新規顧客への積極的な営業活動を展開するとともに、定
期的な有料セミナー開催、効果的なウェブ戦略を実施い
たしました結果、計画を上回る売上高となりました。

売上高構成比

 11.6%

■    売上高

112,655千円

■    営業利益

12,881千円

Marketing Research

マーケティングリサーチ分野は、景気の動向と密接な関
係にあり、景気に強く左右されることから、期初は震災の
影響を大きく受け、想定を超えた落ち込みを余儀なくさ
れました。このような中でも、既存及び潜在顧客企業へ
の付加価値サービスの提供、認知度向上に向け、戦略的
なウェブ施策を継続して行った結果、下期においては、
震災からの復興とともに売上高も順調に回復し、特に下
期後半においては、計画を大幅に上回る売上高となりま
した。

売上高構成比

 23.4%

■    売上高

227,748千円

■    営業利益

32,377千円

各 セ グ メ ン ト の 業 績

コンサルティング事業
情報セキュリティコンサルティング
（プライバシーマーク、ISO27001等の取得支援）を
行っております。

マーケティングリサーチ事業
インターネット等によるマーケティングリサーチ及び
事業戦略コンサルティングを行っております。

※営業利益は、全社費用を控除する前の数値です。
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Information Digital Service

データベース構築支援及び図書館支援事業は、安定した
受注体制にあるものの、既存顧客とのさらなる関係強化
に注力するとともに、潜在顧客への戦略的な営業活動を
行い、新規受注案件の獲得に邁進いたしました。売上高
については、前年同期を若干下回る結果となりました。

■    売上高

468,323千円

■    営業利益

18,431千円

I T

ＩＴ事業は、企業のシステム開発投資の動向に影響を受け
ますが、マーケットや顧客ニーズを把握した計画的な営
業活動を展開しております。その結果、年間を通して安
定した既存顧客からの受注体制の確立及び新規顧客開拓
につなげる体制を整備した結果、概ね計画通りの売上高
となりました。

売上高構成比

 16.9%

■    売上高

165,146千円

■    営業利益

3,354千円

トップメッセージ  TOP MESSAGE

各 セ グ メ ン ト の 業 績

売上高構成比

 48.1%

情報デジタルサービス事業
データベース構築支援及び	 	
図書館支援事業を行っております。

IT事業
ITソリューション事業を行っております。

※営業利益は、全社費用を控除する前の数値です。
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コンサルティング
事業
　
情報セキュリティコンサルテ
ィング事業においては、効果
的なウェブ戦略を実施し、受
注案件の拡大効果があらわ
れており、引き続き受注拡
大を図ってまいります。また、
既存顧客の維持・拡大及び
新規顧客への積極的な営業
活動を行うとともに、定期的
なセミナーも継続開催し、
収益拡大を図ってまいります。

■    売上高

128,000千円

■    当期比増減率

13.6%

マーケティング
リサーチ事業

マーケティングリサーチ事業
においては、景気の動向と
密接な関係にありますが、
引き続き効果的なウェブ戦
略を実施し、受注拡大を図
ってまいります。なお、新
商品開発の検討及びシナ
ジー効果が期待できる企業
との具体的な業務提携も進
めてまいります。

■    売上高

257,740千円

■    当期比増減率

13.2%

情報デジタル
サービス事業

データベース構築支援及び
図書館支援事業につきまし
ては、既存顧客へのサービ
スアップに努めるとともに、
今後も受注の安定化を図り
つつ、シナジー効果が期待
できる企業との業務提携を
より具体的に進めてまいりま
す。

■    売上高

500,000千円

■    当期比増減率

6.8%

ＩＴ事業

ＩＴ事業においては、既存事
業の強化、株式会社バルク
とのシナジーによる新規顧
客の開拓を展開し、邁進し
てまいります。

■    売上高

162,150千円

■    当期比増減率

△1.8%

来 期 に 向 け て
来期の見通しにつきましては、欧州における財政危機問題や原油高の影響等により、世界的な景気低迷に陥る可能性もあり、
わが国の景気が下押しされるリスクが存在しております。さらに、震災による中長期的に国内経済に与える影響は大きく、
わが国の景気は先行き不透明な状況で推移すると考えられます。当社グループの事業は、景気の動向と密接な関係にあり、
当社グループを取り巻く事業環境は引き続き厳しい環境にありますが、当社グループとしましては、このような中においても
積極的に事業拡大を目指し、①営業及び受注活動の強化・拡大、②既存分野を中心とした新規事業の開発と安定的なビジ
ネスモデルの探索及び体制構築、③商品力の向上及びアライアンス戦略による協業体制の構築、④収益構造の改革及び経
費効率の改善、⑤予算進捗管理の徹底、⑥優秀な人材の確保及び育成といったテーマに取り組み、グループ全体の収益拡
大に邁進してまいります。 
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連結財務諸表（要旨）

　科　　目
当連結会計年度 前連結会計年度
平成24年3月31日 平成23年3月31日

資産の部

流動資産 352,734 365,059

　現金及び預金 157,167 191,258

　受取手形及び売掛金 158,172 116,071

　有価証券 10,453 43,033

　商品及び製品 188 1,225

　仕掛品 7,649 4,242

　原材料及び貯蔵品 945 918

　繰延税金資産 38 80

　その他 27,515 11,181

　貸倒引当金 △9,397 △2,951

固定資産 54,060 59,550

　有形固定資産 5,233 3,434

　無形固定資産 14,351 11,897

　投資その他の資産 34,475 44,218

資産合計 406,794 424,610

　科　　目
当連結会計年度 前連結会計年度
平成24年3月31日 平成23年3月31日

負債の部

流動負債 161,336 145,256

　支払手形及び買掛金 27,745 16,237

　ポイント引当金 31,743 34,386

　その他 101,843 94,633

固定負債 77,360 77,797

　退職給付引当金 22,504 20,277

　長期借入金 54,200 55,120

　その他 655 2,400

負債合計 238,696 223,054

純資産の部

株主資本 153,710 188,334

　資本金 573,951 573,951

　資本剰余金 459,310 459,310

　利益剰余金 △879,550 △844,926

少数株主持分 14,386 13,221

純資産合計 168,097 201,556

負債純資産合計 406,794 424,610

連結貸借対照表
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（単位：千円）　※注  記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

科　　目
当連結会計年度 前連結会計年度
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

売上高 973,900 1,061,148
　売上原価 671,349 750,366
　売上総利益 302,551 310,782
　販売費及び一般管理費 329,663 420,484
営業損失（△） △27,112 △109,701
　営業外収益 7,011 20,207
　営業外費用 8,246 3,987
経常損失（△） △28,348 △93,481
　特別損失 1,792 11,201
税金等調整前当期純損失（△） △30,140 △104,682
　法人税、住民税及び事業税 3,192 3,120
　法人税等調整額 125 1,241
少数株主損益調整前当期純損失（△） △33,458 △109,045
少数株主利益 1,164 1,388
当期純損失（△） △34,623 △110,434

科　　目
当連結会計年度 前連結会計年度
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △45,759 △135,468
投資活動によるキャッシュ・フロー △20,791 31,697
財務活動によるキャッシュ・フロー △120 83,635
現金及び現金同等物の増減額（減少額△） △66,671 △20,135
現金及び現金同等物の期首残高 234,292 254,428
現金及び現金同等物の期末残高 167,621 234,292

当連結会計年度
平成23年4月  1日から平成24年3月31日まで

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
平成２3年３月３１日残高 573,951 459,310 △844,926 188,334 13,221 201,556 
連結会計年度中の変動額
　当期純損失（△） － － △34,623 △34,623  － △34,623
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － － － － 1,164 1,164
連結会計年度中の変動額合計 － － △34,623 △34,623  1,164 △33,459
平成２4年３月３１日残高 573,951 459,310 △879,550 153,710 14,386 168,097

連結損益計算書 連結キャッシュ・フロー計算書

連結株主資本等変動計算書
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トピックス

日本においてネット社会の進展、特にスマートフォンの
爆発的普及、ネットショッピングの拡大に伴い、この分
野の新しい関連企業が続々と誕生しています。そのよ
うな企業は、顧客の個人情報を大量に保有してビジネ
スを行っています。そのため、個人情報の漏洩は企業
の信用失墜に繋がり、重大な危機ともなります。この
ような時代背景の中で個人情報保護の社内体制構築の
ニーズがある企業数が拡大しています。その状況を反

映して『プライバシーマーク』の認定取得企業が増加し
つつあります。（株）バルクはこの分野のコンサルティン
グ実績はトップクラスにあり、コンサルティング実績は
1,200社を超え、現在も増加し続けています。業績へ
の貢献も益々期待できます。

（株）バルクは、コンサルティングのノウハウの蓄積や
自社開発のITツール充実（VFOLIO）やe-ラーニングな
ど先進的な手法も取り入れ、躍進中です。

TOPICS 01

（株）バルクと（株）ヴィオがＡＳＰサービスを共同開発

（株）バルクのコンサルティング事業で
プライバシーマーク取得会社が１,２００社を突破

実際に消費者が商品の使用状況などを画像で収集す
ることで、従来のネットリサーチ（Webアンケート）と
比べよりリアルな消費者の実態把握が可能になり、

（株）バルクのマーケティングリサーチ事業において、

クライアント企業が商品企画や販促を行う際のリサー
チに評価・活用されています。 
また、このシステムを利用することによって、（株）バルク
の実務効率の向上と新たな受注拡大が図られました。

TOPICS 02

ユーザ

集計調査レポート

画像ファイル

アンケート登録

集計指示

ダウンロード

企業様

携帯撮影画像登録

アンケート画面

Photo Put

企業向け管理画面

サービス名：「Ｐｈｏｔｏ Ｐｕｔ（フォトプット）」 ～画像収集機能に特化したネットリサーチシステム～
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日本データベース開発 株式会社

株式会社ヴィオ

会社概要
商号 株式会社バルクホールディングス
英文社名 VLC HOLDINGS CO.,LTD.
設立 平成6年9月27日
資本金 5億7,395万円
従業員数 60名（連結ベース）
本社 〒103－0002

東京都中央区日本橋馬喰町2－2－6

役　　員
代表取締役社長 村松　澄夫 常勤監査役 鳰原　恵二
取締役 池田　眞 監査役 清水　勝士
取締役 大竹　雅治 監査役 福田　健

連結子会社

株式分布状況

株式の状況
発行可能株式総数 94,000株
発行済株式の総数 43,300株
株主数 999名

大株主（上位10名）
株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）

村松　澄夫 12,905 29.8
日本コーディネイト株式会社 8,500 19.6
全国保証株式会社 2,500 5.7
鈴木　良二 2,100 4.8
グローバルカードサービス株式会社 1,203 2.7
孫　　仲華 1,013 2.3
戸田　正博 770 1.7
鈴木　秀子 534 1.2
株式会社フレームワークス 500 1.1
株式会社アサヒクリエート 500 1.1

会社概要・株式情報 （平成24年3月31日現在）

http://www.vlcank.com/

http://www.ndk.co.jp/

http://www.atlas-c.co.jp/

http://www.viosys.co.jp/

1～49株
　6,379株
　（14.74%）

合　計
43,300株
（100.00％）

証券会社
　601株
 （1.39%）

所有者別 所有株数別

50～99株
　1,541株
　（3.56%）

100～499株
4,855株
（11.21%）

500～999株
2,304株
（5.32%）                   

1,000～4,999株
6,816株

　（15.74%）

その他の法人
　13,336株
　（30.80%）

個人その他
29,363株

　（67.81%）　

5,000株以上
21,405株

　（49.43%）
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〒103－0002 東京都中央区日本橋馬喰町2－2－6朝日生命須長ビル
Tel.03－5649－2500（代表）　Fax.03－5649－2710
http://www.vlcholdings.com/

株主メモ

事業年度
毎年4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会
毎年6月

基準日
定時株主総会　毎年3月31日
期末配当金　　毎年3月31日
中間配当金　　毎年9月30日

株主名簿管理人および特別口座管理機関
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人事務取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号　三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

（郵便送付先） 
〒183－8701　東京都府中市日鋼町1番10　三井住友信託銀行株式会社  証券代行部

（電話照会先）　 
0120－176－417（フリーダイヤル）

（ホームページアドレス）　
http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html

公告方法
電子公告の方法により行います。　
公告掲載〈URL http://www.vlcholdings.com/〉
ただし、事故その他のやむを得ない事由により電子公告を行うことが出来ない場合は、
日本経済新聞に掲載します。

●株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について
証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出およびご照会は、
口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、
上記の電話照会先にご連絡ください。

●特別口座について
株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、
株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設いたしました。
特別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照会先にお願いいたします。

ホームページのご案内
当社の詳しい情報はホームページから
ご覧いただけます。

http://www.vlcholdings.com/
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