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　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22期（平成27年4月1日から平成
28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いたします。

　当期の国内経済は、政府による経済政策等を背景
として、企業収益や雇用環境が概ね改善傾向にあり、
緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で世界経
済全体としては、中国経済や新興国経済の減速、原
油価格の下落、米国の金融政策の動向などにより、
従来よりも先行き不透明感が高まってきております。

　このような経営環境下ではありますが、バルクグ
ループとして、独自のノウハウや経営資源を最大限に
活用し、お客様の企業価値向上の支援、付加価値の
高い製品・サービスの提供を通じて、今後も、一層
の業容拡大とバルクグループの企業価値向上に努め
てまいります。株主の皆様におかれましては、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。

代表取締役社長　大竹 雅治

グループビジョン　GROUP VISION

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。
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われわれは、企業価値の創造（Value Create）を支援します。

バルクグループの相関図

Consulting

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

Marketing

マーケティング事業
インターネット等によるマーケティングリサーチ

セールスプロモーション
広告代理業

事業戦略コンサルティング

I T

IT事業

ITソリューションサービスの提供

Housing

住宅関連事業

戸建住宅の新築・建替工事全般
（企画・設計・施工）、戸建住宅・

マンションのリフォーム工事全般（企画・設計・施工）

株式等の保有を通じた
企業グループの
管理・運営等

株式会社マーケティング・システム・サービス

株式会社ハウスバンクインターナショナル
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第20期
（H26/3）

1,693,543

2,060,187

第21期
（H27/3）

2,250,145

第22期
（H28/3）

第20期
（H26/3）

28,020

42,407

第21期
（H27/3）

68,359

第22期
（H28/3）

第20期
（H26/3）

15,724

△15,938
第21期
（H27/3）

51,270

第22期
（H28/3）

1,409,744

644,611

第20期
（H26/3）

1,310,447

655,590

第21期
（H27/3）

1,424,130

701,652

第22期
（H28/3）

第20期
（H26/3）

24,476

49,211

第21期
（H27/3）

69,042

第22期
（H28/3）

経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：千円）（単位：千円） ■総資産額／■純資産額 （単位：千円）

売上高 営業利益 （単位：千円）（単位：千円）

トップメッセージ　TOP MESSAGE

経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府による
経済政策等を背景として、企業収益や雇用環境が改
善傾向にあり、緩やかな回復基調で推移いたしまし
た。一方で世界経済全体としては、中国経済や新興
国経済の減速、原油価格の下落、米国の金融政策の
動向などにより、従来よりも先行き不透明感が高まっ
てきております。
このような状況のなか、当社グループは、「価値創造」
の企業理念のもと、積極的に事業拡大と企業価値最
大化を目指し、既存顧客の掘り起こし及び新規顧客の
開拓など営業活動の強化、既存分野を中心とした競
合他社に先駆けた新サービスの提供、安定的な収益
確保を目指したビジネスモデルの拡充、外部企業との
協業体制の構築、予算進捗管理の徹底、グループ間
連携の深化などに取り組みました。
以上の結果、当連結会計年度は、売上高、各段階利
益とも前期を大幅に上回り、売上高は2,250,145千円

（前期比9.2％増）、営業利益は68,359千円（前期比
61.2％増）、経常利益は69,042千円（前期比40.3％
増）、親会社株主に帰属する当期純利益は51,270千円

（前期は親会社株主に帰属する当期純損失15,938千
円）となりました。
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各セグメントの業績

※売上高は内部取引高を含んでおります。
※営業利益は、全社費用を控除する前の数値です。

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。

情報セキュリティコンサルティングを主体としたコンサルティング事
業は、マイナンバー制度の開始を受けて、同制度への対策支援や
プライバシーマーク・ISO27001の新規認定・認証取得支援などに
関する特需が発生し、特に上半期において受注環境が好調に推移い
たしました。一方で、プライバシーマーク認定等を新規に取得する
企業は比較的小規模なケースが多く、競争環境も激化しているた
め、案件単価は下落傾向にあります。また、マイナンバー対応関連
の引合いについても下半期以降は落ち着きをみせております。
このような状況において、ストック型ビジネスの拡充を目指して、
平成27年６月に業界初となる情報セキュリティマネジメントシステム
運用支援ツール「V-Cloud」の提供を本格的に開始し、当初想定を
上回る受注を獲得いたしました。また、さらなる成長に向けて、マ
イナンバー分野をはじめとする情報セキュリティ市場での業務提携や
サービス内容の拡充などに積極的に取り組みました。

Consulting

マーケティング事業
インターネット等によるマーケティングリサーチ、
セールスプロモーション
及び広告代理業を行っております。

マーケティングリサーチ事業における事業環境としては、昨今、拡大を
続けていた市場規模の増加率が低下傾向を示しております。
このような状況のなか、受注の確保に向けて、顧客ニーズへのきめ細か
い対応を行うことで競合他社との差別化を図りました。また、提供サー
ビスの付加価値向上や事業としての収益力強化を目指し、事業基盤の拡
充及び再構築に着手いたしました。
セールスプロモーション事業及び広告代理業の受注環境は、長期的なリ
レーション構築を前提とした営業戦略による既存顧客との良好な関係を
背景に、特に大手スーパーマーケットや大手食品メーカーについて、リ
ピート案件、スポット案件ともに好調に推移いたしました。また、新たな
キャンペーンの企画やデジタルマーケティングを活用した企画提案型の
営業活動も積極的に推進し、既存顧客の潜在需要の掘り起こしや新規顧
客の開拓に努めました。

Marketing

■ 売上高

201,747千円
■ 営業利益

62,480千円

■ 売上高

765,747千円
■ 営業利益

66,241千円

売上高構成比

8.9%
売上高構成比

33.9%
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トップメッセージ　TOP MESSAGE

各セグメントの業績

※売上高は内部取引高を含んでおります。
※営業利益は、全社費用を控除する前の数値です。

IT事業

ITソリューションサービスの提供を行っております。

IT事業の受注環境は、大企業及び中堅企業を中心とするIT投資需要
の増加を背景に、開発案件、運用保守案件ともに堅調に推移いたし
ました。一方で、エンジニア不足がさらに深刻化しており、優秀な
エンジニアの確保が経営上の重要課題となっております。
このような状況のなか、当社グループ各社の中長期的な成長を支援
するため、競争力及び収益力の強化を目的としたグループ内のシス
テム開発や新規ビジネスの開発支援に対して戦略的に人的リソース
を投入いたしました。

I T

住宅関連事業
戸建住宅の新築・建替工事全般（企画・設計・施工）、
戸建住宅・マンションのリフォーム工事全般（企画・
設計・施工）を行っております。

住宅関連事業の事業環境は、消費税の再増税や建築単価の上昇と
いった懸念材料はあるものの、国内景況感の回復や政府による様々
な住宅支援策等の景気刺激策がエンドユーザーの住宅取得・改築意
欲を後押しし、緩やかな回復傾向を示しております。
このような状況のなか、販売上の施策として、継続開催のリフォー
ムイベントや大型改装物件を活用した内覧会等の積極的な広告宣伝
活動を実施いたしました。また、今後の収益確保に向けて、リフォー
ム部門において隣接エリアへの進出を行うとともに、パートナー企
業との連携強化に向けた取り組みを進めました。

Housing

■ 売上高

159,403千円
■ 営業利益

17,621千円

■ 売上高

1,131,607千円
■ 営業利益

28,700千円

売上高構成比

7.1%
売上高構成比

50.1%
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対処すべき課題

来期の見通し

Consulting

コンサルティング
事業
■ 売上高

173,287千円

■ 当期比増減率

14.1％ 

Housing

住宅関連事業

■ 売上高

1,103,400千円

■ 当期比増減率

2.5％ 

IT

ＩＴ事業

■ 売上高

143,124千円

■ 当期比増減率

10.2％ 

Marketing

マーケティング事業

■ 売上高

717,000千円

■ 当期比増減率

6.4％ 

当社グループは、「コンサルティング事業」「マーケティング事業」「IT事業」「住宅関連事業」の４つの事業領域を柱としておりますが、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、③安定的なビジネスモデルの拡充、④製品・サービス力の向上、⑤アライアンス戦
略による協業体制の構築、⑥収益構造の改革、⑦予算進捗管理の徹底、⑧優秀な人材の確保及び育成、⑨グループ間連携の深化といったテーマを
対処すべき重要な課題として認識のうえ事業活動に取り組んでまいります。

来期の見通しにつきましては、当面の経済情勢としては、政府の景気対策等による効果が期待されるものの、中国経済や新興国経済の減速、資源価
格の下落、不安定な為替相場の影響などを受け、先行き不透明感が高まってきております。
このような状況のもと、さらなる競合の激化などにより、次期の当社を取り巻く事業環境は厳しいものとなることを想定しております。
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連結財務諸表（要旨）　CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

連結貸借対照表 （単位：千円）

　科　　目 当連結会計年度
平成28年3月31日

前連結会計年度
平成27年3月31日

資産の部

流動資産 1,162,492 1,119,316

現金及び預金 530,896 413,524

受取手形及び売掛金 502,380 370,794

商品及び製品 77 —

仕掛品 118,050 320,053

原材料及び貯蔵品 450 288

繰延税金資産 3,786 3,729

その他 8,681 12,711

貸倒引当金 △1,830 △1,785

固定資産 258,645 288,153

有形固定資産 19,284 17,565

無形固定資産 195,008 209,236

投資その他の資産 44,352 61,351

繰延資産 2,992 2,275

社債発行費 2,992 2,275

資産合計 1,424,130 1,409,744

　科　　目 当連結会計年度
平成28年3月31日

前連結会計年度
平成27年3月31日

負債の部
流動負債 383,171 398,591

支払手形及び買掛金 128,208 199,204
短期借入金 9,159 —
１年内償還予定の社債 30,000 20,000
１年内返済予定の長期借入金 44,426 50,976
未払金 29,415 28,787
未払費用 12,868 13,604
リース債務 1,371 1,302
未払法人税等 2,537 8,185
賞与引当金 4,760 4,200
ポイント引当金 21,341 19,051
完成工事補償引当金 5,205 5,116
前受金 51,326 20,660
その他 42,551 27,502

固定負債 339,306 366,541
社債 95,000 75,000
長期借入金 195,472 239,898
リース債務 1,781 3,194
役員退職慰労引当金 15,750 15,750
退職給付に係る負債 28,650 29,054
その他 2,653 3,643

負債合計 722,478 765,133
純資産の部
株主資本 671,713 620,443

資本金 100,000 100,000
資本剰余金 511,374 511,374
利益剰余金 60,339 9,069

非支配株主持分 29,938 24,168
純資産合計 701,652 644,611
負債純資産合計 1,424,130 1,409,744
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科　　目
当連結会計年度

平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

前連結会計年度
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

売上高 2,250,145 2,060,187
売上原価 1,676,258 1,507,976
売上総利益 573,887 552,210
販売費及び一般管理費 505,527 509,802

営業利益 68,359 42,407
営業外収益 8,960 13,728
営業外費用 8,277 6,923

経常利益 69,042 49,211
特別損失 285 42,774

税金等調整前当期純利益 68,756 6,437
法人税、住民税及び事業税 12,212 10,903
法人税等調整額 △495 6,512

当期純利益（△は損失） 57,040 △10,978
非支配株主に帰属する当期 
純利益 5,770 4,959

親会社株主に帰属する当期 
純利益（△は損失） 51,270 △15,938

当連結会計年度
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

株主資本
非支配株主持分 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27年４月１日残高 100,000 511,374 9,069 620,443 24,168 644,611
当期変動額

親会社株主に帰属する当期純利益 51,270 51,270 51,270
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,770 5,770
当期変動額合計 — — 51,270 51,270 5,770 57,040

平成28年３月31日残高 100,000 511,374 60,339 671,713 29,938 701,652

科　　目
当連結会計年度

平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

前連結会計年度
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 122,495 33,257
投資活動によるキャッシュ・フロー 9,267 771
財務活動によるキャッシュ・フロー △14,391 56,907
現金及び現金同等物の増減額（減少額△） 117,372 90,937
現金及び現金同等物の期首残高 413,524 322,587
現金及び現金同等物の期末残高 530,896 413,524

連結損益計算書

連結株主資本等変動計算書

連結キャッシュ・フロー計算書（単位：千円）

（単位：千円）

※記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：千円）
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トピックス　TOPICS

サービス概要

新サービス紹介

「情報セキュリティコンサルティングのリスク対策・体制構築支援ノウハ
ウ」と「マーケティングリサーチの調査・分析ノウハウ」を融合‼
2016年7月サービス提供開始

～転ばぬ先の杖～
効果測定型コンプライアンス・リスク診断プログラム

株式会社バルク　リスク診断プログラム 『V-risk』 提供開始

様々な企業リスクを視覚化する診断ツールと診断結果に基づく対応策としてのコ
ンサルティングプログラムやEラーニングツールをセットにした、『効果測定型コ
ンプライアンス・リスク診断プログラム』です。

■アンケート
■システム脆弱性診断
■なりすまし診断

■顕在リスク分析
■潜在リスク分析
■改善提案シート
■システム脆弱性診断結果
■なりすまし診断結果

■コンサルティング
■Eラーニングツール
　V-study
　V-assist
■効果測定

検査
V-risk・リサーチ 分析・診断結果 改善

■アウトプットイメージ

9 VLC HOLDINGS



会社概要・株式情報　COMPANY PROFILE

所有株数別所有者別

会社概要 株式の状況

株式分布状況

大株主 （上位10名）

役員

連結子会社

（平成28年３月31日現在）

http://www.vlcank.com/

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

http://www.mssweb.co.jp/

http://www.housebank-penguin.co.jp/
株式会社ハウスバンクインターナショナル

株式会社マーケティング・システム・サービス

株式会社ヴィオ

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 1億円
従業員数 64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

発行可能株式総数 25,288,000株
発行済株式の総数 7,494,000株
株主数 1,920名

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）
村松澄夫 1,292,500 17.2
西澤管財株式会社 1,000,000 13.3
株式会社MＨcapital 992,000 13.2
JP capital株式会社 900,000 12.0
芝広行 143,200 1.9
株式会社DAWN CAPITAL 120,200 1.6
太田昭男 70,500 0.9
BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME 
BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY 56,000 0.7
株式会社SH capital 52,400 0.7
佐々木貴政 51,800 0.7

取締役会長 村松　澄夫
代表取締役社長 大竹　雅治
取締役 五十嵐　雅人
取締役 野口　基宏
取締役（社外）西澤　岳志
取締役（社外）二木　教夫

取締役（社外）鶴見　友亮
常勤監査役（社外）鳰原　恵二
監査役（社外）清水　勝士
監査役（社外）濵田　満

所有者別 持株数（株） 持株比率（％）
■個人その他 4,154,464 55.44
■その他の法人 3,165,300 42.24
■証券会社 105,136 1.40
■外国人 63,600 0.85
■金融機関 5,500 0.07

所有株数別 持株数（株） 持株比率（％）
■1百株未満 192 0.00
■1百株以上5千株未満 1,181,608 15.77
■5千株以上1万株未満 555,100 7.41
■1万株以上5万株未満 977,700 13.05
■5万株以上10万株未満 331,500 4.42
■10万株以上50万株未満 263,400 3.51
■50万株以上 4,184,500 55.84
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株主メモ　BASIC INFORMATION

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

株主名簿管理人及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

（郵便物送付先）
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号

（電話照会先）
0120-782-031（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及びご照会について
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及びご照会は、
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及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。

〒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/

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/


