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平成18年４月期 個別財務諸表の概要 
平成18年６月15日 

上場会社名 株式会社リンク・ワン 上場取引所 東証マザーズ 

コード番号 ２４０３ 本社所在都道府県 東京都 
 
(URL http://www.link-one.co.jp) 

 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 河原 庸仁 

問合せ先責任者 役職名 経理財務部マネジャー 氏名 前原 靖史 

  TEL ( 03 ) 5728 － 2370  
 
決算取締役会開催日 平成18年６月15日 中間配当制度の有無 有 
 
配当支払開始予定日 未定 定時株主総会開催日 平成18年７月28日 
 
単元株制度採用の有無 有(１単元 １株)   

 

1. 平成18年４月期の業績（平成17年５月１日～平成18年４月30日） 

(1) 経営成績 (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
 

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

18年４月期 3,902 56.8 338 50.0 310 53.6 

17年４月期 2,489 21.5 225 73.7 202 62.0 

 

 当期純利益 
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 

株主資本 
当期純利益率 

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

18年４月期 125 14.0 20,700 56 17,613 95 11.5 11.8 8.0 

17年４月期 109 57.0 20,025 18 18,131 52 18.8 14.4 8.1 
 
(注) ① 期中平均株式数 18年４月期 5,752株 17年４月期 5,180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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 
(2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中間 期末 
配当金総額 
（年間） 

配当性向 
株主資本 
配当率 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

18年４月期 5,000 0 0 0 5,000 0 29 23.0 2.2 

17年４月期 5,000 0 0 0 5,000 0 26 25.0 3.3 
 
  

 
(3) 財政状態            (注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。 

 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 3,451 1,360 39.4 228,382 55 

17年４月期 1,824 812 44.6 150,825 89 
 
(注) ① 期末発行済株式数 18年４月期 5,959株 17年４月期 5,350株

 ② 期末自己株式数 18年４月期 ― 株 17年４月期 ― 株

 

2. 平成19年４月期の業績予想（平成18年５月１日 ～ 平成19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 

中間期 1,882 96 51     0 0 ― ― ― ― 

通期 4,493 387 206 ― ― 5,000 0 5,000 0 

 (参考) １株当たり予想当期純利益（通期） 34,704円 48銭 
  ※ １株当たり予想当期純利益は、平成18年４月期末の発行済株式数により算出しております。 
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【財務諸表等】 

(1)【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

    
前事業年度 

(平成17年４月30日) 

当事業年度 

(平成18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 

(％) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

 １ 現金及び預金    654,866   861,383  

 ２ 売掛金 ※１  171,348   274,778  

 ３ 商品    -   16,796  

 ４ 材料    3,866   6,748   

 ５ 貯蔵品    4,285   1,516  

 ６ 前払費用    47,484   36,532  

 ７ 繰延税金資産    40,321   42,895  

 ８ 一年以内返済予定手関係会社長期貸付金 ※１  -   38,333  

 ９ 未収入金    34,075   17,936  

 10 未収消費税等    16,049   -  

 11 その他 ※１  7,413   43,818  

 12 貸倒引当金    △3,676   △4,678  

   流動資産合計    976,033 53.5  1,336,060 38.7 

Ⅱ 固定資産         

 (1) 有形固定資産         

  １ 建物   218,540   562,469   

    減価償却累計額   10,613 207,927  41,274 521,194  

  ２ 工具、器具及び備品   45,165   73,046   

    減価償却累計額   14,465 30,700  32,239 40,806  

  ３ 建設仮勘定    -   490,016  

   有形固定資産合計    238,627 13.1  1,052,017 30.5 

 (2) 無形固定資産         

  １ 営業権    94,959   71,219  

  ２ 商標権    367   325  

  ３ ソフトウェア    59,421   36,030  

   無形固定資産合計    154,748 8.5  107,575 3.1 

 (3) 投資その他の資産         

  １ 投資有価証券    53,200   72,680  

  ２ 関係会社株式    15,500   201,920  

  ３ 出資金    10   10  

  ４ 関係会社出資金    6,000   -  

  ５ 関係会社長期貸付金 ※１  -   66,667  

  ６ 破産更生債権等    2,611   4,654  

  ７ 長期前払費用    187,380   178,940  

  ８ 繰延税金資産    11,733   68,016  

  ９ 敷金・保証金    187,375   367,218  

  10 その他    21   -  

  11 貸倒引当金    △2,611   △4,654  

   投資その他の資産合計    455,220 24.9  955,452 27.7 

   固定資産合計    848,596 46.5  2,115,045 61.3 

   資産合計    1,824,629 100.0  3,451,105 100.0 
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前事業年度 

(平成17年４月30日) 

当事業年度 

(平成18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 

(％) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

 １ 買掛金    66,615   62,270  

 ２ 一年以内返済予定長期借入金    202,171   398,360  

 ３ 未払金 ※１  127,109   162,445  

 ４ 未払費用    93,181   88,071  

 ５ 未払法人税等    50,950   132,784  

 ６ 未払消費税等    -   31,646  

 ７ 前受金    41,629   33,678  

 ８ 預り金    4,905   8,359  

 ９ その他    3,783   12,608  

   流動負債合計    590,347 32.3  930,224 27.0 

Ⅱ 固定負債         

 １ 社債    -   550,000  

 ２ 長期借入金    421,363   585,650  

 ３ その他    -   24,300  

   固定負債合計    421,363 23.1  1,159,950 33.6 

   負債合計    1,011,711 55.4  2,090,174 60.6 

(資本の部)         

Ⅰ 資本金 ※２  359,275 19.7  589,076 17.1 

Ⅱ 資本剰余金         

 (1) 資本準備金   257,275   487,076   

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

Ⅲ 利益剰余金         

 (1) 利益準備金   2,175   2,175   

 (2) 任意積立金         

     別途積立金   30,000   80,000   

 (3) 当期未処分利益   160,279    202,603   

   利益剰余金合計    192,454 10.6  284,778 8.2 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※３  3,913 0.2  - - 

   資本合計    812,918 44.6  1,360,931 39.4 

   負債・資本合計    1,824,629 100.0  3,451,105 100.0 
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② 【損益計算書】 

    

前事業年度 

(自 平成16年５月１日 

 至 平成17年４月30日) 

当事業年度 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18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 

(％) 

Ⅰ 売上高 ※１       

  １．役務収益   1,639,288   1,576,739   

  ２．ＦＣ・直営店舗売上高   849,969 2,489,258 100.0 2,325,542 3,902,281 100.0 

Ⅱ 売上原価         

  １．役務原価   1,126,879   1,086,560   

  ２．ＦＣ・直営店舗売上原価   668,425 1,795,304 72.1 1,983,017 3,069,578 78.7 

   売上総利益    693,953 27.9  832,703 21.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費         

 １ 広告宣伝費   2,294   9,580   

 ２ 販売手数料   7,581   747   

 ３ 貸倒引当金繰入額   4,940   3,765   

 ４ 役員報酬   84,748   112,051   

 ５ 従業員給与   57,225   77,462   

 ６ 出向料   710   -   

 ７ 旅費交通費   14,182   14,014   

 ８ 地代家賃   27,667   26,760   

 ９ 減価償却費   12,533   5,300   

 10 報酬   97,847   54,474   

 11 その他   158,767 468,498 18.8 190,355 494,512 12.6 

   営業利益    225,454 9.1  338,191 8.7 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息   86   688   

 ２ 受取配当金   340   -   

 ３ 受取寄付金 ※１ 300   -   

 ４ 雑収入   664 1,390 0.0 4,685 5,373 0.1 

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息   7,122   14,907   

 ２ 新株発行費   2,395   8,220   

 ３ 上場関連費用   14,554   -   

 ４ 社債発行費   -   5,714   

 ５ 関係会社株式評価損  -   1,500   

 ６ 雑損失   - 24,587 1.0 2,508 32,851 0.8 

   経常利益    202,257 8.1  310,712 8.0 

Ⅵ 特別利益         

 １ 投資有価証券売却益   -   30,489   

 ２ 役員保険解約返戻金   - - - 13,761 44,250 1.1 

Ⅶ 特別損失         

 １ 関係会社整理損   449   -   

 ２ 店舗撤退損失 ※２ 19,485   -   

 ３ 固定資産売却損 ※３ -   10,971   

 ４ 減損損失 ※４ - 19,934 0.8 109,454 120,426 3.1 

   税引前当期純利益    182,322 7.3  234,536 6.0 

法人税、住民税及び事業税   82,780   165,633   

   法人税等調整額   △10,187 72,592 2.9 △56,170 109,462 2.8 

   当期純利益    109,730 4.4  125,073 3.2 

   前期繰越利益    50,549   77,529  

   当期未処分利益    160,279   202,603  
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③ 利益処分計算書(案) 

 

  
前事業年度 

(平成17年４月期) 

当事業年度 

(平成18年４月期) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益   160,279  202,603 

Ⅱ 利益処分額      

 １ 利益準備金  －  －  

 ２ 配当金  26,750  29,795  

 ３ 役員賞与金  6,000  6,000  

   （うち監査役賞与金）  ( 450 )  ( 450 )  

 ４ 任意積立金      

   別途積立金  50,000 82,750 50,000 40,795 

Ⅲ 次期繰越利益   77,529  161,808 
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重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

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 

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) 

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 

――――― 

  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 たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

材料  最終仕入原価法 

貯蔵品 総平均法による原価法 

商品  個別法 

材料  最終仕入原価法 

貯蔵品 総平均法による原価法 

３ 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         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  ２～18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エアに

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) 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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

４ 繰延資産の処理方法 新株発行費 

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 

 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。 

 

 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。 

 

５ 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 

６ 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 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

７ 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 

 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 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

 

          ――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度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」（第６号 平成15年10

月31日）を適用しております。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等

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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表示方法の変更 

 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

（損益計算書） 

 前事業年度において「役務収益」に含まれておりま

した「ＦＣ・直営店舗売上高」は、売上高に占める割

合が高まりましたので、当事業年度から区分掲記して

おります。 

 なお、前事業年度における当該金額は、110,270千円

であります。 

  

 前事業年度において「役務原価」に含まれておりま

した「ＦＣ・直営店舗売上原価」は、売上高に占める

割合が高まりましたので、当事業年度から区分掲記し

ております。 

 なお、前事業年度における当該金額は、114,752千円

であります。 

――――― 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 
前事業年度 

(平成17年４月30日) 
当事業年度 

(平成18年４月30日) 

※１ 関係会社項目 

   関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。 

未払金 22,769千円
 

※１ 関係会社項目 

   関係会社に対する資産及び負債には次のものがあ

ります。 

 売掛金 
立替金 
長期貸付金 

15,781千円
3,718千円
105,000千円

 
※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数(普通株式) 16,000株

発行済株式総数(普通株式) 5,350株
 

※２ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数(普通株式) 21,400株

発行済株式総数(普通株式) 5,959株
 

※３ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が、3,913

千円増加しております。なお、当該金額は商法施

行規則第124条第３号の規定により、配当に充当

することが制限されております。 

※３ 配当制限 

          ――――― 

 ４ 保証債務 

下記取引先に対し債務保証を行っております。 

(1) 店舗等賃貸借契約に対する保証 
㈱Huge        508,698千円 

(2) 割賦債務及びリース債務に対する保証 
㈱フーズ・ワン     55,650千円 

 

 ５ 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     19,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であります。） 
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(損益計算書関係) 

 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

   
※１ 関係会社との取引に関わるものが次のとおり含ま

れております。 

受取寄付金 300千円

  

   
※１ 関係会社との取引に関わるものが次のとおり含ま

れております。 

売上高 2,665千円

  

※２ 店舗撤退損失の内訳 

建物 4,219千円

長期前払費用 11,792千円

敷金・保証金 2,100千円

その他 1,374千円

計 19,485千円
 

※２ 店舗撤退損失の内訳 

――――― 
 

   
  

   
※３ 固定資産売却損の内訳 

  

建物 10,624千円

工具・器具 253千円

長期前払費用 94千円

計 10,971千円
 

 

※４ 減損損失 
 当会計期間において、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） 

本社 遊休資産 
長期前払費用 
（ＦＣ加盟金）

62,400 

風月佐野店 直営店舗 建物 47,054 

 

 当社グループでは、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（109,454千円）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。 

 

 



 
 
 

―12― 

（リース取引関係） 

有価証券報告書にEDNETにより開示を行うため記載を省略しております。 

 

 

（有価証券関係） 

前事業年度(平成17年４月30日) 

 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。 

 

当事業年度(平成18年４月30日) 

 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。 

 
 
 

（税効果会計関係） 

 
前事業年度 

(自 平成16年５月１日 
至 平成17年４月30日) 

当事業年度 
(自 平成17年５月１日 
至 平成18年４月30日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産(流動) 

 未払事業税否認額 5,757千円

 賞与引当金否認額 26,491千円

 その他 8,072千円

繰延税金資産(流動)計 40,321千円

 

繰延税金資産(固定) 

 減価償却超過額 11,083千円

 その他 3,335千円

繰延税金資産(固定)計 14,419千円

 

繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 2,686千円

繰延税金負債(固定)計 2,686千円

繰延税金資産(固定)の純額 11,733千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産(流動) 

 未払事業税否認額 10,764千円

 賞与引当金否認額 23,461千円

 その他 8,670千円

繰延税金資産(流動)計 42,895千円

 

繰延税金資産(固定) 

 減価償却超過額 29,945千円

  長期前払費用償却超過額 25,715千円

 その他 12,355千円

繰延税金資産(固定)計 68,016千円

 

繰延税金負債 － 千円

繰延税金資産の純額 110,911千円
  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下

のため、記載を省略しております。 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳 

   

法定実効税率 40.7％

（調整） 

交際費等永久に損金に参入されない項目 1.5％

 住民税均等割等 4.0％

 その他 0.4％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.6％
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２. 役員の異動 

(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

(2) その他役員の異動 

退任取締役 

平成17年12月15日および平成18年4月27日に開示した資料のとおりです。 

 


