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平成 18 年４月期  第３四半期財務・業績の概況（連結） 

   平成 18 年３月 15 日 

上場会社名  株式会社リンク・ワン （コード番号：２４０３ 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.link-one.co.jp ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 河原 庸仁  ＴＥＬ：（03）5728―2370（代表）

              責任者役職・氏名 経理財務部マネジャー 前原 靖史 

 
１．四半期連結財務情報の作成等に係る事項 
① 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 有（新規連結対象子会社４社） 
連結及び持分法適用範囲 
当第３四半期：連結対象子会社 ５社  持分法適用非連結子会社 －社 持分法適用関連会社 １社 

前連結会計年度：連結対象子会社 １社 持分法適用非連結子会社 －社 持分法適用関連会社 １社 
④ 会計監査人の関与 ： 有 
 四半期連結財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開
示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基
準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 18 年４月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年５月１日 ～ 平成 18 年１月 31 日） 
(1) 連結経営成績の進捗状況 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      

四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年４月期第３四半期 2,849    ― 94    ― 63    ― 32     ― 

17 年４月期第３四半期 ― ― ― ― 
(参考)17 年４月期 2,489    ― 225    ― 200    ― 107    ― 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

18 年４月期第３四半期 5,674    64  4,823    15 

17 年４月期第３四半期 ― ― 
(参考)17 年４月期 19,675    22 17,814    65 

(注) １ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しており 
ます。 

２ 平成 17 年４月期第３四半期については、連結四半期財務諸表を作成していないため、 
平成 18 年４月期第３四半期における対前年同四半期増減率の記載を省略しておりま 
す。 
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［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 
 当社グループは、当会計年度におきましてはFC・直営関連事業の立上げを積極的に推進しております。
当第３四半期におきましても、当社の基幹事業である人材派遣事業（プロ店長派遣事業）において育成
された人材を活用し、「スープカレー『心』」や「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」の事業展開
を進めてまいりました。 
また、当第３四半期には「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」の展開会社である㈱エフ・アン
ド・エフマネジメント、およびアロマコスメティックブランド「キャロルフランク」の日本国内の独占
展開会社である㈱トランシスを子会社化いたしました。 
各セグメント別の具体的な事業展開は、次のとおりです。 
 
①人材関連事業 
 人材派遣事業につきましては、店長の即戦力人材を FC・直営関連事業へシフトした結果、売上規模は
昨年度よりも低下いたしました。しかし、当第３半期に支援を開始した大手コンビニチェーンやアミュ
ーズメント企業といった外食以外へのプロ店長派遣が順調に推移したことにより、新たな成長基盤を確
立することができました。また、「スープカレー『心』」の FC 加盟企業へのプロ店長派遣など、他事業と
の営業シナジーが効きはじめており、今後も安定的な収益が見込める当社の基幹事業となっております。 
 
 教育コンサルティング事業につきましては、多摩大学との連携により外食企業の幹部候補を育成する
「フードビジネス チェンジリーダー育成塾」の第一期講座を開講する等、フードビジネスアカデミー
（FBA）の商品力強化を行い、次年度以降の事業拡大に向けた準備を実施いたしました。 
 
 人材採用支援事業につきましては、当社が最も注力している FC 加盟営業へ営業人材をシフトしたこと
により、売上規模が当初計画を下回りました。その結果、採用のバックオフィス機能として構築してい
る町田オペレーションセンターのコストを吸収できず、利益に関しても当初計画を下回りました。 
 
 
②FC・直営関連事業 
 フランチャイズ本部事業につきましては、「スープカレー『心』」の出店が順調に推移いたしました。
「スープカレー『心』」は、当第３四半期末時点で FC７店・直営７店の計 14 店舗（平成 18 年３月 15 日
現在で FC８店、直営９店の計 17 店舗）となりました。また、新たに北陸エリア、兵庫エリア、中国エ
リア、四国エリアについてのエリアパートナー契約を締結したことにより、計 22 都道府県において今後
の出店が期待できる状態を構築いたしました。 
 
 直営店舗運営事業につきましては、第二の FC ブランドである「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風
月」の業態ブラッシュアップなど、既存店の強化を行いました。前述の「スープカレー『心』」の直営店
も含め、当第３四半期終了時点の直営店舗数は 18 店舗（平成 18 年３月 15 日現在で 21 店舗）となりま
した。 
 
 これらの結果、当第３四半期連結業績は、売上高 2,849 百万円、営業利益 94 百万円、経常利益 63 百
万円、四半期純利益 32 百万円となりました。 
 
(2) 財政状態（連結）の変動状況 
 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 

１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭 

18 年４月期第３四半期 3,288 1,266 37.9 212,504   89 

17 年４月期第３四半期 ― ― ― ― 
(参考)17 年４月期 1,835 811 44.2 150,487   06 
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(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 

18 年４月期第３四半期 120 △844 1,192 1,134 
17 年４月期第３四半期 ― ― ― ― 
(参考)17 年４月期 164 △684 672 667 

 
 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期の財政状態は、以下のとおりであります。 

総資産は前連結会計期間末日に比べ 1,453 百万円（79.2%）増加し、3,288 百万円となりました。

総資産が増加した主な要因は、現金及び預金が前連結会計期間末日に比べ 566 百万円、有形固定資

産が同 469 百万円、投資その他の資産が同 206 百万円、それぞれ増加した一方で、営業権が同 17 百

万円減少したこと等であります。 

また、負債合計は、社債が前連結会計期間末日に比べ 550 百万円増加したこと等により、前期末

に比べ 967 百万円（94.9%）増加し、1,986 百万円となりました。 

株主資本については、前連結会計期間末日に比べ 455 百万円（56.1%）増加し、1,266 百万円とな

りました。この増加要因は、資本金および資本剰余金がそれぞれ 229 百万円増加したこと等であり

ます。 

 

（キャッシュ・フロー） 

当第３四半期における連結キャッシュ・フローは、以下の通りであります。 

まず、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前四半期純利益が 71 百万円となりま

したが、減損損失 36 百万円や減価償却費等の非資金取引項目があり、また仕入債務が増加したこと

等により、全体では 120 百万円の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の増加となりました。 

次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により 844 百万円の資金の

減少となりました。 

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行や長期借入れによる収入等により、1,192

百万円の資金の増加となりました。 

以上の結果、当第３四半期末における資金の残高は 1,134 百万円となり、前連結会計期間末日に

比べ 466 百万円の増加となりました。 
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３．平成 18 年４月期の連結業績予想（平成 17 年５月１日 ～ 平成 18 年４月 30 日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通     期 3,720 275 149 

（参考）① １株当たり予想当期純利益（通期）    25,150 円 70 銭 

② １株当たり予想当期純利益は、第３四半期末の発行済株式数により算出しております。 
 

［業績予想に関する定性的情報等］ 
 平成 18 年４月期の連結売上高につきましては、FC・直営関連事業分野の拡大、新設子会社㈱Huge の

設立ならびに M&A によるグループ会社の増加により、当上半期修正計画に対し 155 百万円の増加を見込

んでおります。 
 一方、経常利益に関しましては、ファインダイニングを展開する㈱Huge の新店舗オープンなど、子会

社群の将来に向けた積極的な投資を行うことにより上半期修正計画に対し 50 百万円の減少を予想して

おります。 
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〔添付資料〕 

１．四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

 当第３四半期連結会計期間末 前連結会計年度末 

 （平成 18 年 1 月 31 日） （平成 17 年４月 30 日） 
科  目 

注記 

番号 
金  額 構成比 金  額 構成比 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

現金及び預金 ※３ 1,234,272 667,743

受取手形及び売掛金  291,552 177,318

たな卸資産  55,298 8,151

繰延税金資産  41,030 40,540

その他  155,850 102,903

貸倒引当金  △ 5,369 △3,676

流動資産合計  1,772,635 53.9 992,980 54.1

Ⅱ 固定資産  

(1) 有形固定資産 ※１ 

建物及び構築物  572,791 207,927

その他  135,673 30,700

有形固定資産合計  708,464 21.5 238,627 13.0

(2) 無形固定資産  

 77,154営業権 

その他  74,553

94,959

59,789

無形固定資産合計  151,708 4.6 154,748 8.4

(3) 投資その他の資産  

投資有価証券  52,126 60,887

長期前払費用  227,605 187,380

敷金・保証金  342,513 189,177

繰延税金資産  33,686    11,733  

その他  2,653 2,642

貸倒引当金  △2,643 △2,611

投資その他の資産合計  655,941 20.0 449,209 24.5

固定資産合計  1,516,114 46.1 842,584 45.9

  資産合計  3,288,750 100.0 1,835,565 100.0
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   （単位：千円） 

 

 

 

 

 

 

 当第３四半期連結会計期間末 

（平成 18 年１月 31 日） 

前連結会計年度末 

（平成 17 年４月 30 日） 
科  目 

注記 

番号 
金  額 構成比 金  額 構成比 

（負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

支払手形及び買掛金  98,846 66,615

短期借入金  1,500 1,500

一年以内返済予定長期借入金  229,320 202,171

未払金  271,163 129,702

未払費用  42,982 93,181

未払法人税等  20,940 52,851

その他  97,757 50,446

流動負債合計  762,510 23.2 596,470 32.5

Ⅱ 固定負債  

社債  550,000 421,363

長期借入金  662,022  ―  

その他  12,201  1,575

固定負債合計  1,224,223 37.2 422,939 23.0

負債合計  1,986,733 60.4 1,019,409 55.5

（少数株主持分）  

少数株主持分  35,700 1.1 5,050 0.3

（資本の部）  

資本金  589,076 17.9 359,275 19.6

資本剰余金  487,076 14.8 257,275 14.0

利益剰余金  190,163 5.8 190,641 10.4

その他有価証券評価差額金  ― ― 3,913 0.2

資本合計  1,266,316 38.5 811,105 44.2

負債、少数株主持分及び 

資本合計 

 3,288,750 100.0 1,835,565 100.0
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２．四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

 

 

当第３四半期連結会計期間 

（平成 18 年４月期第３四半期） 

前連結会計年度 

平成 17 年４月期 
科  目 

注記

番号 
金  額 構成比 金  額 構成比 

Ⅰ 売上高  2,849,885 100.0 2,489,258 100.0

Ⅱ 売上原価  2,324,276 81.6 1,795,304 72.1

売上総利益  525,608 18.4 693,953 27.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 430,652 15.1 468,498 18.8

営業利益 94,956 3.3 225,454 9.1

3,119

（211）

―

（869）

（245）

（236）

（1,556）

0.1 1,390

（426）

（300）

―

―

―

（664）

0.0Ⅳ 営業外収益 

 （受取利息及び配当金） 

 （受取寄附金） 

 （受取補償金） 

 （還付加算金） 

 （連結調整勘定償却額） 

 （その他） 

Ⅴ 営業外費用 

 （支払利息） 

 （新株発行費） 

 （社債発行費） 

 （上場関連費用） 

（持分法による投資損失） 

（その他） 

 

34,114

（11,784）

（7,991）

（5,714）

―

（3,635）

（4,988）

1.2 26,400

（7,122）

（2,395）

―

（14,554）

（1,812）

（515）

1.0

経常利益  63,961 2.2 200,445 8.1

Ⅵ 特別利益  44,250 1.6 ― ―

 （投資有価証券売却益）  （30,489）

 （その他）  （13,761）

Ⅵ 特別損失  36,400 1.3 19,934 0.8

（関係会社整理損）  ― （449）

 （店舗撤退損失） ※２ ― （19,485）

 （減損損失） ※３ （36,400） ―

税金等調整前四半期（当期）純利益  71,811 2.5 180,510 7.3

法人税、住民税及び事業税  40,126 1.4 72,592 3.0

少数株主損失  585 0.0 ― ―

四半期（当期）純利益  32,271 1.1 107,917 4.3
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３．四半期連結剰余金計算書 

 
当第３四半期連結会計期間

（平成 18 年４月期第３四半期）

前連結会計年度 

平成 17 年４月期 
区分 

注記 

番号 
金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   257,275  23,275 

     

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１．増資による新株の発行   224,814 234,000 

２．新株予約権の権利行使による 

  増加 
  4,987 229,801 ― 234,000 

     

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末    

   （期末）残高   487,076  257,275 

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   190,641  104,474 

     

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．四半期（当期）純利益   32,271 32,271 107,917 107,917 

     

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金   26,750 21,750 

２．役員賞与金   6,000 32,750 ― 21,750 

     

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末    

   （期末）残高   190,163  190,641 
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４．四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 当第３四半期連結会計期間

（平成 18 年４月期第３四半期）

前連結会計年度 

（平成 17 年４月期）
区  分 

注記

番号
金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前四半期（当期）純利益 71,811 180,510

減価償却費 125,242 115,228

減損損失 36,400 －

貸倒引当金の増減額（△減少） 1,724 2,122

受取利息及び受取配当金 △ 211 △ 426

支払利息 11,784 7,122

持分法による投資損益 3,635 1,812

投資有価証券売却益 △ 30,489 －

店舗撤退損失 － 19,485

関係会社整理損 － 449

売上債権の増減額（△増加） △ 113,243 △ 69,094

たな卸資産の増減額（△増加） △ 18,780 △ 7,108

前払費用の増減額（△増加） △ 5,027 △ 34,548

仕入債務の増減額（△減少） 68,570 47,614

未払金の増減額（△減少） 77,049 27,394

未払費用の増減額（△減少） △ 51,045 14,564

未払消費税等の増減額（△減少） 54,124 △ 27,631

前受金の増減額（△減少） △1,820 △ 21,721

役員賞与の支払額 △6,000 －

その他 6,346 △ 14,119

小  計 230,070 241,653

利息及び配当金の受取額 211 426

利息の支払額 △ 12,271 △ 6,911

法人税等の支払額 △ 97,720 △ 70,436

営業活動によるキャッシュ・フロー 120,290 164,730
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（単位：千円）

 
当第３四半期連結会計期間

（平成 18 年４月期第３四半期）

前連結会計年度 

（平成 17 年４月期）  区  分 

注記

番号
金  額 金  額 

Ⅱ 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 △ 575,451 △ 85,014

無形固定資産の取得による支出 － △ 77,409

無形固定資産の売却による収入 3,850 －

投資有価証券の取得による支出 △33,180 △ 19,500

投資有価証券の売却による収入 57,589 －

新規連結子会社株式の取得による収入 ※３ 4,725 6,876

関係会社株式の取得による支出 △ 1,500 △ 9,500

貸付による支出 － △ 7,865

貸付金の回収による収入 194 8,780

営業譲受による支出 ※２ － △ 365,771

長期前払費用の取得による支出 △ 131,228 △ 93,439

敷金・保証金への支出 △ 159,874 △ 47,465

その他 △ 9,954 5,628

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 844,829 △ 684,678

Ⅲ 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（△減少） － △ 80,000

長期借入による収入 500,000 547,750

長期借入金の返済による支出 △ 278,145 △ 141,215

株式の発行による収入 451,611 367,605

社債の発行による収入 544,285 ―

配当金の支払額 △ 25,713 △ 21,750

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,192,038 672,390

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △970 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 466,528 152,442

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 667,743 515,300

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期（期末）残高  ※１ 1,134,272 667,743
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１ 連結の範囲に

関する事項 

連結子会社の数 ５社 

連結子会社名 

㈱ジースタイラス 

㈱Huge 

㈱エフ･アンド･エフマネジメント 

㈱トランシス 

IBA１号投資事業組合 

 

㈱エフ･アンド･エフマネジメントに

ついては、当第３四半期連結会計期間に

おいて新たに株式を追加取得したこと

により、当第３四半期連結会計期間より

連結の範囲に含めております。 

㈱トランシスについては、当第３四半

期連結会計期間において新たに株式を

取得したことにより、当第３四半期連結

会計期間より連結の範囲に含めており

ます。 

IBA１号投資事業組合については、当

第３四半期連結会計期間において新た

に設立したことにより、当第３四半期連

結会計期間より連結の範囲に含めてお

ります。 

連結子会社の数 １社 

連結子会社名 

㈲ジースタイラス 

 

なお、㈲ジースタイラスについて

は、持分取得により当連結会計年度

(下期末)より連結の範囲に含めてお

ります。 

 

２ 持分法の適用

に関する事項 

(1)持分法を適用した関連会社数 

１社 

関連会社名 

㈱セイインターナショナル 

 なお、㈱セイインターナショナルに

ついては、新たに株式を取得したこと

から、当連結会計年度より持分法適用

の関連会社に含めております。 

また、㈱エフ･アンド･エフマネジメ

ントについては、当第３四半期連結会

計期間において新たに株式を追加取

得したことにより、持分法適用の関連

会社から連結子会社としました。 

(1)持分法を適用した関連会社数 

１社 

関連会社名 

㈱エフ・アンド・エフマネジメント 

 なお、㈱エフ・アンド・エフマネジ

メントについては、新たに株式を取得

したことから、当連結会計年度より持

分方適用の関連会社に含めておりま

す。 

 

 (2) 持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社について

は、連結決算日現在で実施した仮決

算に基づく財務諸表を使用してお

ります。 

(2) 持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社については、

連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。 

 

３ 連結子会社の

当第3四半期に

関する事項 

連結子会社のうち、㈱Hugeの決算日

とIBA１号投資事業組合が３月31日、

㈱トランシスの決算日が４月30日、㈱

ジースタイラスと㈱エフ・アンド・エ

フマネジメントの決算日が６月30日

であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、

当第3四半期末日で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。

連結子会社のうち、㈲ジースタイラ

スの決算日は６月30日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、

連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。 
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会計処理の変更 
 
 項目 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

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 

その他有価証券 

時価のあるもの 

     ― 

 

 

 

 

時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

②たな卸資産 

材料  最終仕入原価法 

 

①有価証券 

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 

同左 

②たな卸資産 

同左 

 

 (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 

 定率法を採用しております。 

 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）は

定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 ８～19年

その他 ２～15年
 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

建物 ８～19年

その他 ２～15年
 

 ②無形固定資産 

定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間（主

として５年）に基づく定額法を採用し

ております。 

②無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 (3) 重要な引当

金の計上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒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検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 (4) 重要なリー

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 
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項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

 (5) 重要なヘッ

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

利スワップについては特例処理を行

っております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

  (イ)ヘッジ手段…金利スワップ取

引 

  (ロ)ヘッジ対象…変動金利の借入

金利息 

③ ヘッジ方針 

 市場相場変動に伴うリスクの軽減

を目的として利用する方針でありま

す。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段およびヘッジ対象に関

する重要な条件が同一であり、かつ相

場変動またはキャッシュ・フロー変動

リスクを完全に相殺するものと想定

されるため、有効性の判定は省略して

おります。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

 

  

③ ヘッジ方針 

同左 

 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

 

 

 

 

 (6) その他四半

期連結財務諸

表作成のため

の重要な事項 

①消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

②繰延資産の処理方法 

新株発行費、社債発行費、創業費

及び開業費については、発生時に全

額費用として処理しております。 

                

①消費税等の会計処理 

同左 

②繰延資産の処理方法 

新株発行費については、発生時に全

額費用として処理しております。 

 

 

（追加情報） 

 平成16年７月２日付にて、引受証券会

社の引受価額370,000円、発行価格

400,000円として有償一般募集により、

新株式1,000株の発行を行いました。 

 本発行に係る引受契約においては、発

行価格の総額と引受価額の総額との差

額30,000千円は引受証券会社の手取金

とし、引受手数料は支払われないことと

されております。従って、新株発行費用

には本発行に係る引き受け手数料は含

まれておりません。よって、引受証券会

社が発行価格で引受を行い、これを一般

投資家に販売する買い取り引受契約に

比べ、新株発行費と資本金及び資本準備

金の合計額とが、それぞれ30,000千円少

なく計上され、経常利益及び税金等調整

前当期純利益は、それぞれ同額多く計上

されております。また、引受価額のうち、

136,000円は資本金に、234,000円は資本

準備金に組み入れております。 
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会計処理の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

５ 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、随時引き出し可能な預金

及び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

負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。 

同左 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より、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

より税金等調整前四半期（当期）純利益は36,400

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

間連結財務諸表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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注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係)  

 

 

 

当第３四半期連結会計期間末 
(平成18年１月31日) 

前連結会計年度末 
(平成17年４月30日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 64,977千円  ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 25,078千円

２ 保証債務 

下記取引先の割賦債務及びリース債務に対し

債務保証を行なっております。 

  ㈱フーズ・ワン       58,800千円

※３ 担保資産 

  担保に供している資産は次のとおりでありま

す。 

    現金及び預金        20,000千円

  （支払保証委託に伴う担保差入であります。）

 ２      ―――――――― 

 

 

 

※３     ―――――――― 
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(四半期連結損益計算書関係) 

 

 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30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。 

貸倒引当金繰入額 2,444千円

役員報酬 85,978 

従業員給与 90,728 

旅費交通費 15,145 

地代家賃 24,236 

減価償却費 4,762 

報酬 42,667 
 

※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。 

貸倒引当金繰入額 4,940千円

役員報酬 84,748 

従業員給与 57,225 

旅費交通費 14,182 

地代家賃 27,667 

減価償却費 12,533 

報酬 97,847 

  
 

※２  

       ―――――――― 

※２ 店舗撤退損失の内訳 

建物 4,219千円

長期前払費用 11,792 

敷金・保証金 2,100 

その他 1,374 

計 19,485 

※３ 減損損失 

  当第３四半期連結会計期間において、当社グル

ープは以下の資産について減損損失を計上してお

ります。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

㈱リンク・ワ

ン 
遊休資産 

長期前払費用

(ＦＣ加盟金) 
36,400 

  当社グループは、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として、主として店舗を基本単位とし

てグルーピングを行なっており、遊休資産につい

ては当該資産単独でグルーピングを行なっており

ます。 

  その結果、出店計画に見直しが生じた上記資産

について、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（36,400千円）として特別

損失に計上しております。 

  なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額に

より測定しており、売却や他への転用が困難な資

産は０円としております。 
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

※ 1 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

（平成18年１月31日現在）

現金及び預金勘定 1,234,272千円

預入期間が３ヶ月を超える定
期預金 

△100,000千円

現金及び現金同等物 1,134,272千円

 

 

※ １ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年４月30日現在）

現金及び預金勘定 667,743千円

現金及び現金同等物 667,743千円
 

※２    ―――――――― ※２ 営業譲受により増加した資産及び負債の内

訳 

建物 132,017千円

長期前払費用 33,499 

敷金・保証金 81,192 

計 246,708 
 

※３ 持分取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳 

 持分取得により㈱Huge、㈱トランシス、㈱エフ・

アンド・エフマネジメント、IBA１号投資事業組合

の４社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同社持分の取得価額と同社持

分取得による収入（純額）との関係は、次のとお

りであります。 

 

流動資産 471,838千円

固定資産 10,799 

流動負債 △9,602 

固定負債 △45,952 

連結調整勘定 28,151 

少数株主持分 △31,235 

持分取得価額 424,000 

現金及び現金同等物 428,725 

差引：持分取得による収入 4,725 

  
 

※３ 持分取得により新たに連結子会社となった

会社の資産及び負債の主な内訳 

 持分取得により㈲ジースタイラスを連結したこ

とに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

同社持分の取得価額と同社持分取得による収入

（純額）との関係は、次のとおりであります。 

 

流動資産 19,232千円

固定資産 1,801 

流動負債 △8,408 

連結調整勘定 △1,575 

少数株主持分 △5,050 

㈲ジースタイラスの 

持分取得価額 
6,000 

㈲ジースタイラスの現金 

及び現金同等物 
12,876 

差引：㈲ジースタイラスの 

持分取得による収入 
6,876 

  
 

  

  



 18

 

(リース取引関係) 

 

 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30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 

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 

 

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

工具、器具
及び備品 

186,784 56,639 130,145

ソフトウェ
ア 

18,986 7,571 11,415

合計 205,770 64,210 141,560

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

相当額及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額 
(千円) 

工具、器具
及び備品 

66,313 23,647 42,665

ソフトウェ
ア 

8,436 4,004 4,431

合計 74,749 27,652 47,097

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 37,762千円

１年超 130,059千円

合計 167,822千円

 

 

 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 13,737千円

１年超 43,301千円

合計 57,039千円

 
 

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 22,720千円

減価償却費相当額 36,191千円

支払利息相当額 2,482千円

 

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

る定率法によっております。 

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 10,654千円

減価償却費相当額 14,743千円

支払利息相当額 950千円

 

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

る定率法によっております。 

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。 

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。 
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(有価証券関係) 

    当第３四半期連結会計期間末（平成17年１月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  第３四半期連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

  非上場株式 52,680 

 

  前連結会計期間末（平成17年４月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  取得原価 
連結貸借対照表 

計上額 
差額 

  （千円） （千円） （千円） 

株式 5,100 11,700 6,600 

合計 5,100 11,700 6,600 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

  非上場株式 41,500 
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(デリバティブ取引関係) 

当第３四半期連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成18年１月31日） 

 該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から

除いております。 

 

前連結会計期間（自平成16年５月１日 至平成17年４月30日） 

 該当事項はありません。 

なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から

除いております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 
当第３四半期連結会計期間（自平成 17 年５月１日 至平成 18 年１月 31 日） 

 
人材関連 
事業 
（千円） 

FC・直営関連
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．売上高及び営業利益   

売上高 1,159,874 1,673,749 16,261 2,849,885  2,849,885

(1)外部顧客に対する売上高 1,159,874 1,673,749 16,261 2,849,885      ― 2,849,885

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高    ―    ―    ―      ―    ―      ― 

計 1,159,874 1,673,749 16,261 2,849,885      ― 2,849,885

営業費用 1,064,244 1,678,698 11,986 2,754,929      ― 2,754,929

営業利益 
（又は営業損失） 95,630 △4,949 4,275 94,956      ― 94,956

 （注）１．事業区分の方法 
事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な内容 
(1) 人材関連事業 …………人材派遣事業、人材採用支援事業、教育コンサルティング事業 
(2) ＦＣ・直営関連事業  …フランチャイズ本部事業、直営店舗運営事業 
(3) その他事業 ……………保険代理店事業等 
３．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 
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前連結会計期間（自平成 16 年５月１日 至平成 17 年４月 30 日） 

 
人材関連 
事業 
（千円）

FC・直営関連
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．売上高及び営業利益  

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高   1,634,714    849,969     4,574  2,489,258      ―   2,489,258

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高    ―    ―    ―    ―    ―    ― 

計   1,634,714    849,969     4,574  2,489,258      ―   2,489,258

営業費用   1,502,461    756,734      4,607   2,263,803      ―  2,263,803

営業利益 
（又は営業損失）     132,252     93,234       △32     225,454      ―     225,454

 （注） １．事業区分の方法 
事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
２．各事業の主な内容 

(1) 人材関連事業 …………人材派遣事業、人材採用支援事業、教育コンサルティング事業 
(2) ＦＣ・直営関連事業  …フランチャイズ本部事業、直営店舗運営事業 
(3) その他事業 ……………保険代理店事業等 

３．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 
 
 

【所在地別セグメント情報】 
 前連結会計期間、当第３四半期連結会計期間において、本邦以外の国または地域に所在する

連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
 
 

【海外売上高】 
 前連結会計期間、当第３四半期連結会計期間において、当社及び連結子会社において、海外

売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 
当第３四半期連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１株当たり純資産額 212,504円89銭

 

１株当たり純資産額 150,487円06銭

 

１株当たり第３四半期純利益 5,674円64銭

 

１株当たり当期純利益 19,675円22銭

 

  

潜在株式調整後１株当たり第
３四半期純利益 

4,823円15銭

 

 

 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

17,814円65銭

 

 

 

（注） １株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年１月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

１株当たり第３四半期（当期）純利益金額   

第３四半期（当期）純利益（千円） 32,271 107,917 

普通株主に帰属しない金額（千円） ―  6,000 

（うち利益処分による役員賞与金） （―） (6,000) 

普通株式に係る第３四半期（当期）純利益

（千円） 
32,271 101,917 

普通株式の期中平均株式数（株） 5,687 5,180 

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当

期）純利益金額 
  

第３四半期（当期）純利益調整額（千円） ―  ―  

普通株式増加数（株） 1,004  541  

（うち新株予約権） （635） (541)  

(うち転換社債)        （369） － 

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 

－ － 
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(重要な後発事象) 
当第３四半期連結会計期間(自 平成 17 年５月１日 至 平成 18 年１月 31 日) 

 該当事項はありません 
 

前連結会計期間(自 平成 16 年５月１日 至 平成 17 年４月 30 日) 

 該当事項はありません 
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平成 18 年４月期  第３四半期財務・業績の概況（個別） 

   平成 18 年３月 15 日 

上場会社名  株式会社リンク・ワン （コード番号：２４０３ 東証マザーズ） 

（ＵＲＬ http://www.link-one.co.jp/ ）   

問 合 せ 先       代表者役職・氏名 代表取締役社長 河原 庸仁  ＴＥＬ：（03）5728―2370（代表）

              責任者役職・氏名 経理財務部マネジャー 前原 靖史 

 
１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
⑤ 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
⑥ 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
⑦ 会計監査人の関与 ： 有 
 四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等
に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」
に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 
２．平成 18 年４月期第３四半期財務・業績の概況（平成 17 年５月１日 ～ 平成 18 年１月 31 日） 
(4) 経営成績の進捗状況 
 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      

四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18 年４月期第３四半期 2,786    58.1 103  △33.4 78   △41.4    47  △30.7 

17 年４月期第３四半期 1,761    7.5 155    45.5 134    30.5    67   17.9 

(参考)17 年４月期 2,489    ― 225     ― 202     ― 109     ― 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

18 年４月期第３四半期 8,267  80 

17 年４月期第３四半期 13,232  19 
(参考)17 年４月期 20,025 18 

 (注)売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
 
(5) 財政状態の変動状況 
 総 資 産 株 主 資 本      株主資本比率 

１株当たり 
株 主 資 本      

 百万円 百万円 ％ 円    銭

18 年４月期第３四半期 3,190 1,282 40.2 215,283  89 

17 年４月期第３四半期 1,765 770 43.7 144,094  85 

(参考)17 年４月期 1,824 812 44.6 150,825  89 

 
３．平成 18 年４月期の業績予想（平成 17 年５月１日 ～ 平成 18 年４月 30 日） 

１株当たり年間配当金 
 売上高 経常利益 当期純利益 

中間 期末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

通 期 3,650 321 167 － 5,000 0 5,000 0

（参考） ① １株当たり予想当期純利益（通期）    28,081 円 05 銭 
 ② １株当たり予想当期純利益は、第３四半期末の発行済株式数により算出しております。 
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４．四半期財務諸表 

  ① 四半期貸借対照表 

  
前第３四半期会計期間末 

（平成17年１月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年１月31日） 

前事業年度末の 

要約貸借対照表 

（平成17年４月30日） 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  524,652 781,806 654,866 

２．売掛金  272,426 274,867 171,348 

３．たな卸資産  6,804 26,932 8,151 

４．繰延税金資産  35,647 41,030 40,321 

５．その他 ※３ 107,610 132,391 105,022 

６．貸倒引当金  △2,730 △5,369 △3,676 

流動資産合計   944,410 53.5 1,251,659 39.2  976,033 53.5

Ⅱ 固定資産    

(1) 有形固定資産 ※１   

 １．建物  203,167 563,978 207,927 

 ２．建設仮勘定  － 91,350 － 

 ３．その他  33,683 41,526 30,700 

 有形固定資産合計  236,851 13.4 696,854 21.9 238,627 13.1

(2) 無形固定資産    

 １．営業権  100,894 77,154 94,959 

 ２．その他  60,834 41,252 59,789 

 無形固定資産合計  161,728 9.2 118,406 3.7 154,748 8.5

(3) 投資その他の資産    

１．投資有価証券  41,200 336,180 53,200 

２．長期前払費用  197,590 225,505 187,380 

３．繰延税金資産  6,690 33,686 11,733 

４．敷金・保証金  167,255 322,759 187,375 

５．その他  14,158 207,969 18,142 

６．貸倒引当金  △4,626 △2,643 △2,611 

投資その他の資

産合計 
 422,268 23.9 1,123,457 35.2 455,220 24.9

固定資産合計   820,848 46.5 1,938,718 60.8  848,596 46.5

資産合計   1,765,259 100.0 3,190,377 100.0  1,824,629 100.0
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前第３四半期会計期間末 

（平成17年１月31日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成18年１月31日） 

前事業年度末の 

要約貸借対照表 

（平成17年４月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  69,293 95,186  66,615 

２．一年以内返済予定 

長期借入金 
 218,398 229,320  202,171 

３．未払金  99,700 266,380  127,109 

４．未払費用  54,687 37,464  93,181 

５．未払法人税等  22,080 20,805  50,950 

６．前受金  61,667 26,422  41,629 

７．その他 ※３ 13,035 54,988  8,688 

流動負債合計  538,862 30.5 730,568 22.9  590,347 32.3

Ⅱ 固定負債    

１．社債 － 550,000  － 

２．長期借入金 455,488 616,070  421,363 

３．その他 － 10,862  － 

固定負債合計  455,488 25.8 1,176,932 36.9  421,363 23.1

負債合計  994,351 56.3 1,907,500 59.8  1,011,711 55.4

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金  359,275 20.4 589,076 18.5  359,275 19.7

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金 257,275 487,076  257,275 

    資本剰余金合計  257,275 14.6 487,076 15.2  257,275 14.1

Ⅲ 利益剰余金    

１．利益準備金 2,175 2,175  2,175 

２．任意積立金 30,000 80,000  30,000 

 ３．第３四半期（当期） 

   未処分利益 
118,369 124,548  160,279 

    利益剰余金合計  150,544 8.5 206,723 6.5  192,454 10.6

Ⅳ その他有価証券 

評価差額金 
 3,813 0.2 ―   3,913 0.2

資本合計  770,907 43.7 1,282,876 40.2  812,918 44.6

負債・資本合計  1,765,259 100.0 3,190,377 100.0  1,824,629 100.0
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  ② 四半期損益計算書 

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年５月１日 

     至 平成17年１月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成17年５月１日 

     至 平成18年1月31日） 

前事業年度 

（自 平成16年５月１日 

     至 平成17年４月30日）

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  1,761,973 100.0 2,786,357 100.0  2,489,258 100.0

Ⅱ 売上原価  1,268,408 72.0 2,312,761 83.0  1,795,304 72.1

売上総利益  493,565 28.0 473,595 17.0  693,953 27.9

Ⅲ 販売費及び一般管理

費 
 338,456 19.2 370,293 13.3  468,498 18.8

営業利益  155,108 8.8 103,302 3.7  225,454 9.1

Ⅳ 営業外収益 ※１  1,073 0.0 2,408 0.0  1,390 0.0

Ⅴ 営業外費用 ※２  21,501 1.2 26,792 0.9  24,587 1.0

経常利益  134,680 7.6 78,917 2.8  202,257 8.1

Ⅵ 特別利益 ※４  － － 44,250 1.6  － －

Ⅶ 特別損失 ※５  11,174 0.6 36,400 1.3  19,934 0.8

税引前第３四半期

（当期）純利益 
 123,505 7.0 86,767 3.1  182,322 7.3

法人税、住民税及び

事業税 
※６ 55,685 39,748 82,780 

法人税等調整額 － 55,685 3.2 － 39,748 1.4 △10,187 72,592 2.9

第３四半期（当期）

純利益 
 67,819 3.8 47,018 1.7  109,730 4.4

前期繰越利益  50,549 77,529  50,549

第３四半期（当期）

未処分利益 
 118,369 124,548  160,279
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③ 【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

  

前第３四半期会計期間 

（自 平成16年５月１日 

    至 平成17年１月31日） 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
  

税引前第３四半期(当期)純利益  123,505 

減価償却費  74,292 

貸倒引当金の増減額 

(△減少) 
 3,190 

受取利息及び受取配当金  △261 

支払利息  4,170 

前受金の増減額(△減少)  602 

売上債権の増減額 

(△増加) 
 △138,112 

たな卸資産の増減額 

(△増加) 
 △5,761 

仕入債務の増減額 

(△減少) 
 50,291 

未払金の増減額(△減少)  △440 

未払費用の増減額 

(△減少) 
 △23,849 

その他  △110,397 

小計  △22,767 

利息及び配当金の受取額  261 

利息の支払額  △4,217 

法人税等の支払額  △72,784 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △99,508 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
  

投資有価証券の取得による支出 △17,000 

有形固定資産の取得に 

よる支出 
 △70,188 

無形固定資産の取得に 

よる支出 
 △67,559 

長期前払費用の取得に 

よる支出 
 △86,143 

貸付けによる支出  △200 

貸付金の回収による収入  1,021 

敷金・保証金による支出  △17,582 

営業譲受による支出  △365,771 

その他  9,540 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △613,882 
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前第３四半期会計期間 

（自 平成16年５月１日 

    至 平成17年１月31日） 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

Ⅲ 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(△減少)  △80,000 

長期借入れによる収入  547,750 

長期借入金の返済による支出  △90,863 

株式の発行による収入  367,605 

配当金の支払額  △21,750 

財務活動によるキャッシュ・フロー  722,742 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△減少)  9,351 

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
 515,300 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高 ※ 524,652 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日）

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 日）

１．資産の評価基

準及び評価方法 

(1)有価証券 

 子会社株式及び関連会社株

式 

…移動平均法による原価法 

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

…第３四半期決算日の市場価

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） 

(1)有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式

同左 

  

その他有価証券 

 時価のあるもの 

────── 

(1)有価証券 

 子会社株式及び関連会社株式

同左 

  

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)たな卸資産 

 材料  最終仕入原価法 

 貯蔵品 総平均法による 

     原価法 

(2)たな卸資産 

同左 

(2)たな卸資産 

       同左 

２．固定資産の減

価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

 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、定額法によ

っております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物       15～19 年

工具、器具    ２～15 年

及び備品 

(1）有形固定資産 

 定率法を採用しております。

 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、定額法によって

おります。 

なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。 

建物        ８～19 年

工具、器具及び備品 ２～15 年

(1)有形固定資産 

定率法を採用しております。

 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、定額法によ

っております。 

 なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

建物        ８～19

年 

工具、器具及び備品 ２～15 年

 (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利

用可能期間（主として５年）に

基づく定額法を採用しており

ます。 

(2)無形固定資産 

同左 

(2)無形固定資産 

同左 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日）

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 日）

 (3) 長期前払費用 

 定額法を採用しております。

 

(3)長期前払費用 

同左 

(3)長期前払費用 

同左 

３．引当金の計上

基準 

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検討し、回

収不能見込額を計上しており

ます。 

貸倒引当金 

同左 

貸倒引当金 

同左 

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 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日）

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 日）

５．ヘッジ会計

の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

 特例処置の要件を満たしてい

る金利スワップについては特例

処理を行っております。 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ① ヘッジ手段 

･･･金利スワップ取引 

 ② ヘッジ対象 

･･･変動金利の借入金利息

(3)ヘッジ方針 

 市場相場変動に伴うリスクの

軽減を目的として利用する方針

であります。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段およびヘッジ対象

に関する重要な条件が同一であ

り、かつ相場変動またはキャッシ

ュ・フロー変動リスクを完全に相

殺するものと想定されるため、有

効性の判定は省略しております。

 

同左 同左 

６．第３四半期

キャッシュ・

フロー計算書

における資金

の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び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取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。

────── ────── 
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項目 

前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日）

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 日）

７．その他第

３四半期財

務諸表(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。 

(2) 繰延資産の処理方法 

 新株発行費については、発

生時に全額費用として処理し

ております。 

 平成 16 年７月２日付にて、

引受証券会社の引受価額

370,000 円、発行価格 400,000

円として有償一般募集によ

り、新株式 1,000 株の発行を

行いました。 

 本発行に係る引受契約にお

いては、発行価格の総額と引

受価額の総額との差額 30,000

千円は引受証券会社の手取金

とし、引受手数料は支払われ

ないこととされております。

従って、新株発行費用は本発

行に係る引受手数料は含まれ

ておりません。よって、引受

証券会社が発行価格で引受を

行い、これを一般投資家に販

売する買取引受契約に比べ、

新株発行費と資本金及び資本

準備金の合計額とが、それぞ

れ30,000千円少なく計上され

経常利益及び税引前第１四半

期純利益は、それぞれ同額多

く計上されております。また

引受価額のうち、136,000 円は

資本金に、234,000 円は資本準

備金に組み入れております。 

 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

 

(2) 繰延資産の処理方法 

 新株発行費及び社債発行費

については、発生時に全額費

用として処理しております。 

 

(1)消費税等の会計処理 

同左 

 

(2) 繰延資産の処理方法 

新株発行費については、発

生時に全額費用として処理し

ております。 

 平成 16 年７月２日付にて、

引受証券会社の引受価額

370,000 円、発行価格 400,000

円として有償一般募集によ

り、新株式 1,000 株の発行を

行いました。 

 本発行に係る引受契約にお

いては、発行価格の総額と引

受価額の総額との差額 30,000

千円は引受証券会社の手取金

とし、引受手数料は支払われ

ないこととされております。

従って、新株発行費用は本発

行に係る引受手数料は含まれ

ておりません。よって、引受

証券会社が発行価格で引受を

行い、これを一般投資家に販

売する買取引受契約に比べ、

新株発行費と資本金及び資本

準備金の合計額とが、それぞ

れ30,000千円少なく計上され

経常利益及び税引前第１四半

期純利益は、それぞれ同額多

く計上されております。また

引受価額のうち、136,000 円は

資本金に、234,000 円は資本準

備金に組み入れております。 
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会計処理の変更 

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 日） 

     ────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

当第３四半期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「固資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（第６号 平成 15 年

10 月 31 日）を適用しております。これ

により税引前第３四半期純利益は

36,400 千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額については、

改正後の第３四半期財務諸表等規則に

基づき各資産の金額から直接控除して

おります。 

     ────── 

 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前第３四半期会計期間末 

（平成 17 年１月 31 日） 

当第３四半期会計期間末 

（平成 18 年１月 31 日） 

前事業年度末 

（平成 17 年４月 30 日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

15,703 千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

62,231 千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額

25,078 千円 

２．    ──────  ２. 保証債務 

下記取引先の割賦債務及びリー

ス債務に対し債務保証を行ってお

ります。 

   ㈱フーズ・ワン 58,800 千円

２．    ────── 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動資産の「その他」に

含めて表示しております。 

※３．消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等は、

相殺のうえ、流動負債の「その他」に

含めて表示しております。 

※３．    ────── 
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（四半期損益計算書関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 日） 

   

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 61 千円

受取配当金 200 千円
 

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息   211 千円

  

※１．営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 86 千円

受取配当金 340 千円

受取寄付金 300 千円

  

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 4,170 千円

上場関連費用 14,365 千円

新株発行費 2,395 千円
 

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 11,784 千円

新株発行費 7,991 千円

社債発行費 5,714 千円

      

 

※２．営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 

上場関連費用 

新株発行費 

7,122 千円

14,554 千円

2,395 千円

  

 

 ３．減価償却実施額 

有形固定資産 13,033 千円

無形固定資産 27,462 千円
 

 

３．減価償却実施額 

有形固定資産 40,222 千円

無形固定資産 31,919 千円
 

 

３．減価償却実施額 

有形固定資産 22,499 千円

無形固定資産 44,293 千円

  

※４．    ────── 

 

※４．特別利益のうち主要なもの  

投資有価証券売却益 

 30,489 千円
 

※４．    ────── 
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前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 日） 

※５．    ────── ※５．当中間会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を

計上しております。  

場所 用途 種類 減損損失

当社 遊休資産

長期前

払費用

（ＦＣ

加盟金）

36,400

 当社は、キャッシュフローを生み

出す最小単位として主として、店舗

を基本単位としてグルーピングを

行っており、遊休資産については当

該資産単独でグルーピングを行っ

ております。 

 その結果、出店計画に見直しが生

じた上記資産について、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（36,400 千円）として

特別損失に計上しております。 

 なお、当資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、売

却や他への転用が困難な資産は０

円としております。 

 その結果、グルーピングの単位で

は減損の兆候はありませんでした

が、当第３四半期会計期間において

上記の長期前払費用の遊休資産に

ついては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

（36,400 千円）として特別損失に計

上しております。 

 なお、当資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しています。

時価の算定は鑑定評価価額等によ

っており、売却や他への転用が困難

な資産は０円としております。 

※５．    ────── 
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前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 日） 

※６．前第３四半期会計期間における

税金費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用しているた

め、法人税等調整額は、｢法人税､

住民税及び事業税｣に含めて表示

しております。 

※６．         同左 

 

※６．    ────── 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

      至 平成 17 年１月 31 日） 

※ 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成17年１月31日現在)
 

現金及び預金勘定 524,652千円

現金及び現金同等物 524,652千円

（注）当第３四半期会計期間及び前事業年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸

表を作成しているため当第３四半期会計期間及び前事業年度に係る個別（第３四半期）キ

ャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 

 

 

（リース取引関係） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 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第３四半 

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第３四半

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 

  

 
取得価額相

当額 

減価償却累

計額相当額 

第３四半期末

残高相当額 

 千円 千円 千円

工具、器具

及び備品 
62,243 18,195 44,047

ソフトウ

ェア 
8,436 3,192 5,243

合計 70,679 21,388 49,291

  

 
取得価額相

当額 

減価償却累

計額相当額

第3四半期末

残高相当額

 千円 千円 千円

工具、器具

及び備品
186,784 56,639 130,145

ソフトウ

ェア 
18,986 7,571 11,415

合計 205,770 64,210 141,560

  

 
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

工具、器具

及び備品 
66,313 23,647 42,665 

ソフトウ

ェア 
 8,436    4,004  4,431

合計 74,749 27,652 47,097

２．未経過リース料第３四半期末残高 

相当額 

２．未経過リース料第３四半期末残高

相当額 

２．未経過リース料期末残高相当額 

  

１年内 13,544 千円

１年超 43,069 千円

合計 56,614 千円
 

  

１年内 37,762 千円

１年超 130,059 千円

合計 167,822 千円

  

  

１年内 13,737 千円

１年超 43,301 千円

合計 57,039 千円
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前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 日） 

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 6,682 千円 

減価償却費相当額 8,479 千円 

支払利息相当額 624 千円 

  

  

支払リース料 22,720 千円

減価償却費相当額 36,191 千円

支払利息相当額 2,482 千円

  

  

支払リース料 10,654 千円

減価償却費相当額 14,743 千円

支払利息相当額  950 千円 

  

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

価額を零とする定率法によっており

ます。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

５．利息相当額の算定方法 

同左 
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（有価証券関係） 

前第３四半期会計期間末（平成 17 年 1月 31 日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの                   （単位：千円） 

 取得原価 第３四半期貸借対照表計上額 差額 

株式 5,100 11,700 6,600 

合計 5,100 11,700 6,600 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容               （単位：千円） 

 第３四半期貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 29,500          

関連会社株式 

非上場株式（店頭売買株式を除く）  9,500          

  

当第３四半期会計期間末（平成 18 年１月 31 日） 

第３四半期連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、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。 

 

  前事業年度末（平成 17 年４月 30 日） 

前事業年度につきましては、連結財務諸表における注記事項として記載しております。なお、

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。 

 

(デリバティブ取引関係) 

前第３四半期会計期間（自平成 16 年５月１日 至平成 17 年１月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので、注記の

対象から除いております。 

 

（注）当第３四半期会計期間末及び前事業年度末については、第３四半期連結財務諸表及び連

結財務諸表における注記事項として記載をしております。 

 

(持分法損益等) 

前第３四半期会計期間（自平成 16 年５月１日 至平成 17 年１月 31 日） 

 当社は関連会社がありませんので、「持分法を適用した場合の投資利益」については記載して

おりません。 

 

（注）当第３四半期会計期間及び前事業年度については、第３四半期連結財務諸表及び連結財

務諸表における注記事項として記載をしております。 
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（１株当たり情報） 

前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年１月 31 日） 

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

    至 平成 18 年 1月 31 日） 

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日 

    至 平成 17 年４月 30 日） 
 

１株当たり純資産額 144,094 円 85 銭

１株当たり第３四半期純利益 13,232 円 19 銭

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益 
12,034 円 75 銭

 

１株当たり純資産額 215,283 円 89 銭

１株当たり第３四半期純利益 8,267 円 80 銭

潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益 
7,027 円 20 銭 12,034 円 75 銭

 

１株当たり純資産額 150,825 円 89 銭

１株当たり当期純利益 20,025 円 18 銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

18,131 円 52 銭

（注） １株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益

の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

前第３四半期会計期間 

（自 平成 16 年５月１日

   至 平成17年１月31日）

当第３四半期会計期間 

（自 平成 17 年５月１日 

   至 平成18年１月31日）

前事業年度 

（自 平成 16 年５月１日

   至 平成17年４月30日）

１株当たり第３四半期(当期)純利益 

 第３四半期（当期）純利益 （千円）  67,819  47,018  109,730  

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －    6,000  

 （うち利益処分による役員賞与金）  （－） （－）   （6,000）

 普通株式に係る第３四半期（当期）純利

益（千円） 
67,819  47,018  103,730  

 普通株式の期中平均株式数（株）   5,125  5,687   5,180  

潜在株式調整後１株当たり第３四半期

（当期）純利益 

 第３四半期(当期)純利益調整額（千円） －   －  －  

 普通株式増加数（株） 510  1,004  541  

 （うち新株予約権） （510） （635） （541）

 （うち転換社債） －  （369） －  

 希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後一株当たり第３四半期（当期）純利

益の算定に含めなかった潜在株式の概要

－  －  －  
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(重要な後発事象) 

前第３四半期会計期間(自 平成 16 年５月１日 至 平成 17 年１月 31 日) 

 該当事項はありません。 

 

当第３四半期会計期間(自 平成 17 年５月１日 至 平成 18 年１月 31 日) 

 該当事項はありません。 

前事業年度（自 平成 16 年５月１日 至 平成 17 年４月 30 日) 

 該当事項はありません。 

 
 

 


