
 
 

平成 １８年 ５月期   個別中間財務諸表の概要      

平成１８年１月１９日 

 
上 場 会 社 名 株式会社ベンチャー・リンク           上場取引所   東証市場第 1部 
コ ー ド 番 号        ９６０９(URL http://www.venture-link.co.jp/)          本社所在都道府県    東京都 
代 表 者         役職名 代 表 取 締 役 社 長              氏名 松 本 信 彦       
問合せ先責任者         役職名 管 理 本 部 Ｉ Ｒ 室 長              氏名 成 瀬 一 吉        
                                                         TEL(０３)５６５２－１３０５ 
中間決算取締役会開催日  平成１８年 １月１９日           中間配当制度の有無    有 

中間配当支払開始日    平成 ― 年 ―月 ― 日           単元株制度採用の有無   有 

                                                                                (一単元 100 株) 

 
１． １７年１１月中間期の業績（平成１７年 ６月 １日～平成１７年１１月３０日） 
(1) 経営成績                                                          (百万円未満切捨表示) 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 
17 年 11 月中間期 
16 年 11 月中間期 

百万円   ％
  ５，１２３( ３７．３)

 ３，７２９(△３９．８)

百万円     ％
    ３３６(      )
 △１，３４８(      )

       百万円    ％
      ６７６(     )
    △ ８６５(      )

17 年 5 月期   ７，８８５  △２，１０７     △ ８３８ 
 
 
 

中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 

 
17 年 11 月中間期 
16 年 11 月中間期 

      百万円   ％
    ３１７(      )
  △２，００９(     )

円   銭
        ２  ４９ 
      △１７   ４４ 

    

17 年 5 月期 △２，５８５       △２１    ３１  
 (注)①期中平均株式数 17 年 11 月中間期 127,406,083 株 16 年 11 月中間期 115,244,599 株  17 年 5 月期 121,308,819 株 
   ②会計処理の方法の変更  無 
   ③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
     

(2)配当状況 

  1 株当たり 
 中間配当金 

1 株当たり 
年間配当金 

 
17 年 11 月中間期 
16 年 11 月中間期 

  円  銭 
   ０  ０ 
    ０  ０ 

  円  銭 
       
       

17 年 5 月期           ０  ０ 

  
(3)財政状態 
 総 資 産     株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 
17 年 11 月中間期 
16 年 11 月中間期 

百万円 
 １２，７８８ 
 １３，９３３ 

百万円
  ９，３５８ 
  ９，４３４ 

％ 
   ７３．２ 
   ６７．７ 

円   銭
   ７３  ４５ 
   ７４  ０５ 

17 年 5 月期  １２，２７４   ８，６４６ ７０．４    ６７  ８６ 

 (注)①期末発行株式数  17 年 11 月中間期 127,911,823 株  16 年 11 月中間期 127,911,823 株  17 年 5 月期 127,911,823 株 

   ②期末自己株式数  17 年 11 月中間期 505,937 株  16 年 11 月中間期 505,172 株  17 年 5 月期 505,637 株 

 
２．１８年５月期の業績予想（平成１７年 ６月 １日～平成１８年 ５月３１日） 

  1 株当たり年間配当金 
 

売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 期  末  

 通   期 
百万円 

 ９，９００ 

百万円

     ７１０ 

百万円

    ４００ 

  円  銭 

  ０  ０ 

  円  銭

  ０  ０ 

(参考) 1. 1 株当たり予想当期純利益（通期）  ３円 １４銭 

    2. 予想営業利益 ３７０百万円 

 

※業績予想につきましては、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結果となる可能性があります。 

 



１．中間財務諸表等 

(1）中間財務諸表 

① 中間貸借対照表     
（単位：千円）

前中間会計期間末 
 

(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成17年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年５月31日) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（資産の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  2,822,990 3,009,448  2,959,137

  ２．売掛金  786,873 1,293,968  1,011,803

３．たな卸資産  20,941 17,394  21,143

４．前払費用  223,799 224,519  228,058

  ５．短期貸付金  90,924 178,231  221,452

６．その他  ※２ 631,063 452,628  381,114

 貸倒引当金  △59,050 △167,513  △184,874

流動資産合計  4,517,543 32.4 5,008,677 39.2 4,637,835 37.8

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産  ※１,６ 845,937 6.1 669,061 5.2 754,486 6.1

２．無形固定資産  ※６  

(1)ソフトウェア  921,368 607,008  808,221

(2)その他  22,063 16,467  22,063

無形固定資産合計   943,432 6.8  623,476 4.9  830,285 6.8

３．投資その他の資産   

(1)投資有価証券  2,903,710 3,612,462  2,828,739

(2)出資金  451,949 －  －

(3)長期貸付金  14,055,091 11,876,158  11,874,531

(4)破産更生債権等  964,832 1,566,184  1,550,023

(5)長期前払費用  114,502 75,189  102,249

(6)敷金・保証金  1,134,547 1,027,403  1,101,435

(7)その他  280,987 330,660  298,543

 貸倒引当金  △12,278,776 △12,000,748  △11,703,581

投資その他の資産
合計 

 7,626,844 54.7 6,487,310 50.7 6,051,940 49.3

固定資産合計  9,416,214 67.6 7,779,847 60.8 7,636,712 62.2

資産合計  13,933,757 100.0 12,788,525 100.0 12,274,547 100.0
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     （単位：千円）

前中間会計期間末 
 

(平成16年11月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成17年11月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年５月31日) 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比

（負債の部）  ％ ％ ％

Ⅰ 流動負債   

１．支払手形  147,500 157,598  161,134

２．買掛金  272,158 242,539  231,311

３．未払金  597,579 503,840  469,975

４．未払法人税等  62,644 75,476  106,546

５．前受金  791,439 536,394  618,627

６．前受収益  7,218 －  －

７．事業構造改革引当金  2,341 2,341  2,341

８. 事業再構築引当金  978,045 666,826  863,426

９. 事業所退去損失引当金  － 38,751  65,779

10．その他 ※２ 933,975 531,843  683,761

流動負債合計  3,792,902 27.2 2,755,612 21.5 3,202,904 26.1

Ⅱ 固定負債   

１．繰延税金負債  117,651 243,005  －

２．退職給付引当金   55,811 104,175  94,083

３．債務保証損失引当金  295,234 77,194  94,803

４．長期未払金  30,318 29,840  30,079

５．預り保証金  207,058 220,301  206,287

固定負債合計  706,074 5.1 674,517 5.3 425,252 3.5

負債合計     4,498,976 32.3 3,430,129 26.8 3,628,157 29.6

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  13,222,124 94.9 13,222,124 103.4 13,222,124 107.7

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  12,825,504 12,825,504  12,825,504

資本剰余金合計  12,825,504 92.1 12,825,504 100.3 12,825,504 104.4

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  220,864 220,864  220,864

     ２．中間(当期)未処理損失 16,379,411 16,638,347 16,955,721

利益剰余金合計  △16,158,546 △116.0 △16,417,482 △128.4 △16,734,856 △136.3

Ⅳ その他有価証券評価差額金  171,489 1.2 354,206 2.8 △40,505 △0.3

Ⅴ 自己株式  △625,789 △4.5 △625,956 △4.9 △625,875 △5.1

資本合計  9,434,781 67.7 9,358,396 73.2 8,646,390 70.4

負債・資本合計  13,933,757 100.0 12,788,525 100.0 12,274,547 100.0
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② 中間損益計算書     
（単位：千円）

前中間会計期間 
 

 (自 平成16年６月１日
 至 平成16年11月30日)

当中間会計期間 
 

(自 平成17年６月１日 
  至 平成17年11月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年６月１日
  至 平成17年５月31日)

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

  ％ ％ ％

Ⅰ 売上高  3,729,005 100.0 5,123,606 100.0 7,885,525 100.0

Ⅱ 売上原価  990,959 26.6 832,065 16.2 1,890,307 24.0

売上総利益  2,738,045 73.4 4,291,541 83.8 5,995,218 76.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,086,585 109.6 3,955,015 77.2 8,102,594 102.7

営業利益又は損失(△)  △ 1,348,540 △ 36.2 336,525 6.6 △ 2,107,375 △26.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 751,283 20.2 413,449 8.0 1,627,437 20.6

Ⅴ 営業外費用 ※２ 268,540 7.2 73,305 1.4 358,447 4.5

経常利益又は損失(△)  △ 865,797 △ 23.2 676,670 13.2 △ 838,386 △10.6

Ⅵ 特別利益 ※３ 1,016,176 27.2 68,238 1.3 1,500,783 19.0

Ⅶ 特別損失 ※４ 2,148,684 57.6 435,323 8.5 3,229,763 41.0

税引前中間純利益 
又は中間（当期）純損失(△)

 △ 1,998,304 △ 53.6 309,585 6.0 △ 2,567,366 △32.6

法人税、住民税及び事業税  11,033 0.3 △ 7,788 △ 0.2 18,282 0.2

中間純利益 
又は中間（当期）純損失(△)

 △ 2,009,338 △ 53.9 317,374 6.2 △ 2,585,648 △32.8

前期繰越損失  13,663,540  16,955,721   13,663,540

自己株式処分差損  706,532 －  706,532

中間(当期)未処理損失   16,379,411  16,638,347   16,955,721
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項  

前中間会計期間 
     （自 平成16年６月１日 

 至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

１．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 １．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 (1）有価証券 (1）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

①子会社株式及び関連会社株式

同   左 

 

①子会社株式及び関連会社株式

同   左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部資本直入法によ

り処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同   左 

 

 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

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 

時価のないもの 

同   左 

(2)デリバティブ ――――― (2)デリバティブ 

         時価法  時価法 

(3）たな卸資産 (2）たな卸資産 (3)たな卸資産 

①商品 

 総平均法による原価法 

②原材料 

 最終仕入原価法による原価法 

③貯蔵品 

 総平均法による原価法 

２．固定資産の減価償却の方法 

 

 

①原材料 

  同   左 

②貯蔵品 

  同   左 

２．固定資産の減価償却の方法 

 

 

①原材料 

  同   左 

②貯蔵品 

  同   左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産 

  定率法 

    なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

    建物附属設備      ６～15年 

    機 械 装 置      ４～９年 

    車両運 搬具      ２～６年 

    工具器具備品      ２～15年 

 定率法 

    なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

    建    物６～47年 

    機 械 装 置      ４～９年 

    車両運 搬具      ２～６年 

    工具器具備品      ２～20年 

 定率法 

    なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

    建    物６～47年 

    機 械 装 置      ４～９年 

    車両運 搬具      ２～６年 

    工具器具備品      ２～20年 

(2）無形固定資産 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産 

 定額法 

 なお、自社利用のソフト

ウェアについては社内利

用可能期間（５年）に基

づく定額法 

  同   左   同   左 

(3）長期前払費用 (3）長期前払費用 (3）長期前払費用 

 定額法   同   左   同   左 
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前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 ３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 (1）貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備

えるため、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、回収不能見込み額を計上

しております。 

  同   左   同   左 

(2）退職給付引当金 (2）退職給付引当金 (2)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産

の見込み額に基づき、当中間

会計期間末において発生し

ていると認められる額を退

職一時金制度の適用対象者

については、退職給付引当金

として55,811千円計上し、適

格退職年金制度の適用対象

者については、年金資産が退

職給付債務を超過している

ため前払年金費用として

81,945千円を「投資その他の

資産」の「その他」に含めて

表示しております。 

なお、数理計算上の差異につ

いては発生年度に費用処理

しております。 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産

の見込み額に基づき、当中間

会計期間末において発生し

ていると認められる額を退

職一時金制度の適用対象者

については、退職給付引当金

として104,175千円計上し、

適格退職年金制度の適用対

象者については、年金資産が

退職給付債務を超過してい

るため前払年金費用として

131,447千円を「投資その他

の資産」の「その他」に含め

て表示しております。 

なお、数理計算上の差異につ

いては発生年度に費用処理

しております。 

(会計処理の変更) 

当中間会計期間より「「退職

給付に係る会計基準」の一部

改正」（企業会計基準第３号

平成17年３月16日）及び「「退

職給付に係る会計基準」の一

部改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第

７号 平成17年３月16日）を

適用しております。これによ

り営業利益及び経常利益は

22,085千円増加し、また、税

引前中間純利益は29,451千

円増加しております。 

従業員の退職給付に備える

ため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産

の見込み額に基づき、退職一

時金制度の適用対象者につ

いては、退職給付引当金とし

て94,083千円計上し、適格退

職年金制度の適用対象者に

ついては、年金資産が退職給

付債務を超過しているため

「投資その他の資産」に「前

払年金費用」99,352千円を計

上しております。 

なお、数理計算上の差異につ

いては発生年度に費用処理

しております。 
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前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

(3）債務保証損失引当金 (3）債務保証損失引当金 (3）債務保証損失引当金 

債務保証に係る損失に備える

ため、保証先の財政状態等を

個別に勘案し、損失負担見込

額を計上しております。 

  同   左   同   左 

(4）事業構造改革引当金 (4）事業構造改革引当金 (4）事業構造改革引当金 

事業構造改革に伴い、今後発

生が見込まれる費用につい

て、合理的に見積もられる金

額を計上しております。 

  同   左   同   左 

(5）事業再構築引当金 (5）事業再構築引当金 (5)事業再構築引当金 

事業再構築に伴い、今後発生

が見込まれる費用について、

合理的に見積もられる金額を

計上しております。 

――――――― 

 

  同   左 

 

 

 

  (6）事業所退去損失引当金 

   退去が決定している事業所の

   閉鎖に伴って見込まれる損失

   額を計上しております。 

  同   左 

 

 

 

  (6）事業所退去損失引当金 

           同   左 
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前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 ４．リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

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によっ

ております。 

同    左 同    左 

５．ヘッジ会計の方法  ５．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップ取引につい

て、特例処理を採用しており

ます。 

――――――― (1）ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしてい

る金利スワップ取引につい

て、特例処理を採用しており

ます。 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段：金利スワップ 

   ヘッジ対象：借入金 

 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段：金利スワップ 

   ヘッジ対象：借入金 

(3）ヘッジ方針 

当社規程に基づき、借入金に

係る金利変動リスクをヘッジ

しております。 

 (3）ヘッジ方針 

当社規程に基づき、借入金に

係る金利変動リスクをヘッジ

しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本等とヘ

ッジ対象の元本等が一致して

おり、金利スワップの特例処

理の要件に該当すると判定さ

れるため、当該判定をもって

有効性の判定に代えておりま

す。 

 (4）ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段の想定元本等とヘ

ッジ対象の元本等が一致して

おり、金利スワップの特例処

理の要件に該当すると判定さ

れるため、当該判定をもって

有効性の判定に代えておりま

す。 

６．投資事業組合等への出資金に係

る会計処理 

５．投資事業組合等への出資金に係

る会計処理 

６．投資事業組合等への出資金に係

る会計処理 

投資事業組合等への出資金に係

る会計処理は、組合の事業年度

の財務諸表及び事業年度の中間

会計期間に係る中間財務諸表に

基づいて、組合の収益及び費用

を当社の出資持分割合に応じて

計上しております。 

    同   左     同   左 

７．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

７．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

 (1）消費税等の会計処理 

   税抜方式によっております。 

 (1）消費税等の会計処理 

     同  左 

 (1）消費税等の会計処理 

     同  左 

 

――――――― 

 (2)連結納税制度の適用 

当中間会計期間から連結納税

制度を適用しております。 

 

――――――― 
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会計処理の変更   

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

提携先ＦＣ本部の加盟店募集代

行によって当社が受領するＦＣ加

盟店開発フィーの売上計上基準に

ついては、従来、加盟契約の締結及

び加盟金の入金をもって売上を計

上する方法によっておりましたが、

近年の景気低迷の影響から加盟契

約後出店に至らない加盟店の出現

に際し、加盟店保護の立場から、返

金や加盟権買取が発生したことを

契機に、売上認識をより客観的・保

守的に行うため、当中間会計期間か

ら、加盟店の出店確定時に売上を計

上する方法に変更いたしました。 

この変更により、従来の方法によ

った場合に比較して、売上高及び売

上総利益がそれぞれ536,108千円減

少し、営業損失、経常損失及び税引

前中間純損失がそれぞれ同額増加

しております。 

 

  

――――――― 

 提携先ＦＣ本部の加盟店募集代

行によって当社が受領するＦＣ加

盟店開発フィーの売上計上基準に

ついては、従来、加盟契約の締結及

び加盟金の入金をもって売上を計

上する方法によっておりましたが、

近年の景気低迷の影響から加盟契

約後出店に至らない加盟店の出現

に際し、加盟店保護の立場から、返

金や加盟権買取が発生したことを

契機に、売上認識をより客観的・保

守的に行うため、当事業年度から、

加盟店の出店確定時に売上を計上

する方法に変更いたしました。 

  この変更により、従来の方法に

よった場合に比較して、売上高及び

売上総利益がそれぞれ782,337千円

減少し、営業損失、経常損失及び税

引前中間純損失がそれぞれ同額増

加しております。 

 

  

――――――― 

 当中間会計期間より、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第６号

平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税引前中間純利益

は118,733千円減少しております。

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

 

  

――――――― 
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 １．前中間会計期間末において区分掲記しておりまし

た「原材料」、「貯蔵品」については、当中間会

計期間末より「たな卸資産」として表示しており

ます。 

１．「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16

年法律第97号）により、証券取引法第２条第２項に

おいて、投資事業有限責任組合及びこれに類する組

合への出資を有価証券とみなすこととされたこと

に伴い、前中間会計期間末まで「出資金」に含めて

いた投資事業組合への出資金を、当中間会計期間よ

り「投資有価証券」に計上しております。この変更

により、「投資有価証券」は259,588千円増加し、

「出資金」は同額減少しております。 

 ２．前中間会計期間末において無形固定資産に含めて

一括掲記しておりました「ソフトウェア」（前中

間会計期間末317,104千円）については、資産総額

の100分の5超となったため、当中間会計期間末よ

り区分掲記しております。 

２．前中間会計期間末において区分掲記しておりました

「出資金」（当中間会計期間末20千円）については、

金額的重要性が乏しいため、当中間会計期間末よ

り、投資その他の資産の「その他」に含めて表示し

ております。 

 ３．当中間会計期間末において投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりました「破産更

生債権等」（前中間会計期間末41,174千円）につ

いては、資産総額の100分の5超となったため、当

中間会計期間末より区分掲記しております。 

３．前中間会計期間末において区分掲記しておりました

「前受収益」（当中間会計期間末6,856千円）につ

いては、金額的重要性が乏しいため、当中間会計期

間末より、流動負債の「その他」に含めて表示して

おります。 

 ４．前中間会計期間末において流動負債の「その他」

に含めて表示しておりました「前受金」（前中間会

計期間末 22,138 千円）については、負債及び資本

の合計額の 100 分の 5 超となったため、当中間会

計期間末より区分掲記しております。 

 

表示方法の変更   

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 
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追加情報   

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16

年４月１日以降に開始する事業年

度より外形標準課税制度が導入さ

れたことに伴い、当中間会計期間か

ら、「法人事業税における外形標準

課税部分の損益計算書上の表示に

ついての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 

実務対応報告第12号）に従い、法人

事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理

費、営業損失、経常損失及び税引前

中間純損失はそれぞれ26,047千円

増加しております。 

   

――――――― 

  「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第９号）が平成

15年３月31日に公布され、平成16年

４月１日以降に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入され

たことに伴い、当事業年度から、

「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示につ

いての実務上の取扱い」（平成16年

２月13日 企業会計基準委員会

実務対応報告第12号）に従い、法人

事業税の付加価値割及び資本割に

ついては、販売費及び一般管理費に

計上しております。 

この結果、販売費及び一般管理

費、営業損失、経常損失及び税引前

中間純損失はそれぞれ62,700千円

増加しております。 

 

 11



注記事項       

（中間貸借対照表関係）       

前中間会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年５月31日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

1,449,800千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

1,366,477千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

1,440,447千円

※２．消費税等の表示方法 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。 

※２．消費税等の表示方法 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

────── 
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前中間会計期間末 
（平成16年11月30日） 

当中間会計期間末 
（平成17年11月30日） 

前事業年度末 
（平成17年５月31日） 

３．保証債務 

下記の会社に対して、債務保証

を行っております。 

３．保証債務 

下記の会社に対して、債務保証

を行っております。 

３．保証債務 

下記の会社に対して、債務保証

を行っております。 

ユニバーサルソリューション 
システムズ㈱ 
（旧社名 ㈱ベンチャー･リンク 
コミュニケーションズ） 

ユニバーサルソリューション 
システムズ㈱ 
（旧社名 ㈱ベンチャー･リンク 
コミュニケーションズ） 

ユニバーサルソリューション 
システムズ㈱ 
（旧社名 ㈱ベンチャー･リンク 
コミュニケーションズ） 

未払リース債務 545,949千円 未払リース債務 328,089千円 未払リース債務 432,172千円

割賦未払金 35,032   割賦未払金 6,555  割賦未払金 17,815  

㈱リンク・イノベーション 取引保証 1,662  取引保証 6,214  

（旧社名 ㈱シー・シー・ピー） ㈱リンク・イノベーション ㈱リンク・イノベーション 

社債 30,000千円 （旧社名 ㈱シー・シー・ピー） （旧社名 ㈱シー・シー・ピー） 

仕入債務 1,581   仕入債務 315千円 社債 15,000千円

北洋インベストメント㈱ ㈱アールエージー 仕入債務 315  

未払リース債務 256千円 借入金 10,500千円 北洋インベストメント㈱ 

リンク・ジェノミクス㈱ ㈱イシイプランニング 未払リース債務 116千円

社債 200,000千円 借入金 46,900千円 ㈱アールエージー 

未払リース債務 41,347   ㈲エヌディーピー 借入金 13,500千円

㈱ゴルフパートナー 借入金 4,620千円 ㈱イシイプランニング 

未払リース債務 84,798千円 ㈱ホットスタイル 借入金 53,500千円

㈱キャッツ 未払リース債務 6,894千円 ㈲エヌディーピー 

割賦未払金 54,131千円 割賦未払金 16,487  借入金 5,268千円

借入金 519,676   ㈱晃耀堂 ㈱ホットスタイル 

㈱アールエージー 未払リース債務 20,328千円 未払リース債務 8,962千円

借入金 16,500千円 割賦未払金 35,511  割賦未払金 21,433  

㈱イシイプランニング 丸宮食品㈱ ㈱晃耀堂 

借入金 60,100千円 未払リース債務 4,192千円 未払リース債務 25,411千円

㈲エヌディーピー 紀志商事㈱ 割賦未払金 44,389  

借入金 10,584千円 未払リース債務 4,704千円 丸宮食品㈱ 

㈱ホットスタイル ㈱コバヤシホールディング 未払リース債務 6,478千円

未払リース債務 11,030千円 未払リース債務 6,251千円 紀志商事㈱ 

割賦未払金 26,379   ㈱三代目茂蔵 未払リース債務 6,586千円

㈱晃耀堂 仕入債務 17,495千円 ㈱コバヤシホールディング 

未払リース債務 30,493千円  計 510,507千円 未払リース債務 8,595千円

割賦未払金 53,267    ㈱三代目茂蔵 

丸宮食品㈱  仕入債務 32,420千円

未払リース債務 8,765千円  ㈱カーブスジャパン 

紀志商事㈱  取引保証 68,351千円

未払リース債務 8,468千円   計 766,532千円

㈱コバヤシホールディング   

未払リース債務 10,939千円   

㈱三代目茂蔵   

仕入債務 6,424千円   

計 1,755,725千円   
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（中間連結損益計算書関係）   

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年11月30） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

   至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりであります。 

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりであります。 

※１ 営業外収益の主な内訳は次の

とおりであります。 

受取利息 134,444千円 受取利息 73,971千円 受取利息 226,372千円

受取配当金 4,125   受取配当金 14,324  受取配当金 17,099  

投資有価証券売却益 487,174   投資有価証券売却益 205,102  投資有価証券売却益 1,120,005  

賃貸収入 76,755   賃貸収入 67,850  賃貸収入 152,230  

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりであります。 

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりであります。 

※２ 営業外費用の主な内訳は次の

とおりであります。 

支払利息 16,929千円 支払利息 314千円 支払利息 17,293千円

新株発行費 64,942   賃貸収入原価 67,238  新株発行費 60,552  

投資事業組合損失 19,445   貸倒引当金繰入額 1,996  投資事業組合損失 29,260  

賃貸収入原価 70,483    賃貸収入原価 142,820  

資金調達費用 50,000    資金調達費用 50,000  

貸倒引当金繰入額 41,809    貸倒引当金繰入額 52,355  

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりであります。 

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりであります。 

※３ 特別利益の主な内訳は次のと

おりであります。 

固定資産売却益 122千円 固定資産売却益 1,089千円 固定資産売却益 122千円

投資有価証券売却益 598,511   投資有価証券売却益 16,474  投資有価証券売却益 882,687  

債務保証損失 

引当金戻入益 
417,099   

債務保証損失 

引当金戻入益 
17,608  

債務保証損失 

引当金戻入益 
617,530  

  業務受託契約解約金 25,700   

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりであります。 

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりであります。 

※４ 特別損失の主な内訳は次のと

おりであります。 

固定資産売却損 5,251千円 固定資産売却損 27千円 固定資産売却損 5,646千円

固定資産除却損 153,663   固定資産除却損 11,948  固定資産除却損 241,149  

貸倒引当金繰入額 1,017,985   貸倒引当金繰入額 302,833  貸倒引当金繰入額 595,765  

投資有価証券 

評価損 
1,999   

事業再構築 

引当金繰入額 
1,781  

投資有価証券 

評価損 
19,544  

事業再構築 

引当金繰入額 
376,360   

減損損失 

 

118,733  事業再構築 

引当金繰入額 
534,960  

事業再構築損失 593,423    事業再構築損失 856,271  

    

５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 ５ 減価償却実施額 

有形固定資産 102,189千円 有形固定資産 78,989千円 有形固定資産 197,810千円

無形固定資産 127,113千円 無形固定資産 131,000千円 無形固定資産 263,121千円
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前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
  至 平成17年11月30） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

   至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
(自 平成16年６月１日 
  至 平成17年５月31日) 

 

────── 

※６ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は
以下の資産グループについて減損
損失を計上いたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
当社は、他の資産又は資産グルー
プのキャッシュ･フローから概ね
独立したキャッシュ･フローを生
み出す最小単位で資産をグループ
化し、減損損失の認識を行ってお
ります。 
上記資産については、収益性の悪
化又は市場価格の著しい下落によ
り、帳簿価額を回収可能価額まで
減額し、当該減少額を減損損失
（118,733千円）として特別損失に
計上いたしました。 
なお、当資産グループの回収可能
価額は使用価値により測定してお
り、将来キャッシュ・フローを
8.87％で割り引いて算定しており
ます。 

 

 

 

────── 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円）

埼玉県 
さいたま市
等 

直営 
店舗 

建物及び
構 築 物 、
工 具 器 具
備品 

55,589

東京都 
台東区 

販売管 
理シス 
テム等 

ソフト 
ウェア等 42,568

宮城県 
仙台市等 

賃貸用 
マ ン 
ション 

建物及び
構 築 物 、
土地 

20,573
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（リース取引関係）   

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

１．リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

   

 

 

 

 

 

 

 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料中間期末残高相当

額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

１年内 41,428千円 １年内 25,286千円 １年内 34,735千円

１年超 51,994   １年超 10,703  １年超 38,950  

合計 93,423   合計 35,990  合計 73,686  

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

３．支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額 

支払リース料 32,994千円 支払リース料 39,152千円 支払リース料 60,658千円

減価償却費相当額 31,478   減価償却費相当額 37,062  減価償却費相当額 56,888  

支払利息相当額 2,167   支払利息相当額 1,687  支払利息相当額 3,719  

４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 ４．減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法によっておりま

す。 

同     左 同     左 

５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 ５．利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価

額相当額との差額を利息相当額とし、

各期への配分方法については利息法に

よっております。 

同     左 同     左 

────── （減損損失について） ────── 

  リース資産に配分された減損損

失はありません。 

 

 

工

 
取 得 
価 額 
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

期 末
残 高
相 当 額

千円 千円 千円

具器具
備品 

129,671 62,644 67,026

その他 49,414 45,276 4,138

合計 179,085 107,920 71,164

 
取 得
価 額
相 当 額

減価償却
累 計 額
相 当 額

中間期末
残 高
相 当 額

 千円 千円 千円

工具器具
備品 

129,494 95,785 33,708

その他 24,823 24,409 413

合計 154,317 120,194 34,122

 

 

千円 

 
取 得 
価 額 
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

中間期末 
残 高
相 当 額 

 千円 千円

工具器具
備品 

247,325 166,021 81,303 

機械装置 
及び運搬具 

5,639 1,691 3,947 

その他 24,839 19,446 5,393 

合計 277,804 187,159 90,644 
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（有価証券関係） 
当中間会計期間末（平成 17 年 11 月 30 日現在） 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 
 

 
中間貸借対照表計上額

（千円） 
時価 

（千円） 
差額 

（千円） 

子会社株式 － － － 

関連会社株式 201,670 1,927,650 1,725,979 

 
なお、前中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありま

せん。                                            
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 （重要な後発事象） 

前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

１．子会社の異動について 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

(1)当社は、平成17年１月25日の取締

役会において子会社である株式

会社キャッツの所有株式全てを

平成17年1月31日付で譲渡するこ

とを決定しました。 

 

異動の理由 

 当社グループにおいて事業再構築

の一環として進めております連結

子会社の整理統合の方針に沿い、

またＦＣ本部事業など主力事業へ

の経営資源を集中するため。 

 

売却する相手会社の名称 

      株式会社ｼﾞｰ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 

売却の時期 

      平成17年１月31日 

子会社の名称、事業内容及び当社との関係 

・株式会社キャッツ 

・事業内容 

    「キャッツ」カフェを中心

とする外食店舗の運営 

・当社との関係 

資金援助、役員の兼任 
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前中間会計期間 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

(2)当社は、平成16年11月12日の取

締役会において子会社である株

式会社ベンチャー・リンクコミ

ュニケーションズの保有株式の

一部を譲渡することを決定し、

平成16年11月30日に、同日を約

定日とする売買契約書を締結し

ましたが、当該株式の受渡が平

成16年12月10日及び平成17年１

月14日となったことから当該受

渡日をもって売買成立とし、子

会社から関係会社へ異動するこ

とになります。 

 

異動の理由 

株式会社ベンチャー･リンクコミ

ュニケーションズの成長戦略に

基づき、上場を視野に入れた資本

政策の推進と当社グループの事

業再構築の一環 

 

売却する相手会社の名称 

    Apax Globis Japan Fund 

    Limited partnership 

             870株 

    アント・リード１号投資 

    事業有限責任組合 

             630株 

売却の時期 

     平成16年12月10日及び 

     平成17年１月14日 

子会社の名称、事業内容及び当社との関係 

・株式会社ﾍﾞﾝﾁｬｰ･ﾘﾝｸｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ 

・事業内容 

     店舗管理システムの設計、 

     運用業務 

・当社との関係 

      業務委託、役員兼任 
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前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

２．訴訟の提起   

平成16年12月2日に株式会社シー

ズンズ・インターナショナルより、

下記のとおり２億円の損害賠償を

求める訴訟が東京地方裁判所に提

起されました。 

 当社は、同社が展開する「中国ち

ゃんぽん酒家くっちゃいな」に関

し、将来のＦＣ展開の可能性を踏ま

え、平成15年２月21日、同社との間

で、当該事業の市場性や同社の財務

状況の詳細な調査結果が、ＦＣ展開

に必要な基準を超えることを前提

に基本合意書の締結を行いました。 

 調査の結果、当該事業の市場性、

同社の財務状況が当社の求める基

準に達していながったため、正式な

業務提携契約には至りませんでし

た。 

 この間、同社からは、ＦＣ展開の

準備のため、相応のコストが発生し

たことを理由に融資の申し入れが

あったため、平成15年４月25日、当

社子会社のリンク・インベストメン

ト株式会社より、同社に対し期限付

きで金3,000万円の貸付を行いまし

た。 

  しかしながら、当該貸付金の返

済期日である平成16年４月23日が

到来するも返済がなされず、その

後も継続的に返済要求を行いまし

たが応じないため、平成16年11月

26日、リンク・インベストメント

株式会社から同社を被告として、

当該貸付金の返済を求める訴訟を

提起しております。（東京地方裁

判所：平成16年（フ）第25100号） 
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前中間会計期間 

（自 平成16年６月１日 
  至 平成16年11月30日） 

当中間会計期間 
（自 平成17年６月１日 

  至 平成17年11月30日） 

前事業年度 
（自 平成16年６月１日 

  至 平成17年５月31日） 

 原告の主張は、当社が基本合意書

を破棄したことは契約不履行にあ

たり、ＦＣ加盟金収入の取得機会を

逸したとして、逸失利益２億円の賠

償を要求しておりますが、当社は、

以下の理由により、同社の主張して

いる損害賠償について、支払義務は

ないという見解であります。 

① 本合意書はあくまで、正式な

資本業務提携前の「基本協定」

に過ぎないものであり、債務

不履行責任はない。 

② 原告の要求する賠償額は、当

該業態がＦＣ展開に必要な基

準を満たしていないにもかか

わらず、基準を満たしたと仮

定した場合の、仮想の逸失利

益であり、実際の損失額では

ない。 
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