
  

 

平成19年5月期  個別中間財務諸表の概要 平成19年1月19日

上場会社名 株式会社日本エル・シー・エー 上場取引所 東京証券取引所第２部

コード番号 4798 本社所在都道府県  京都府

(URL　http://www.lca-j.co.jp/)

代　　表　　者　役職名  代表取締役社長兼COO 氏名　久保　裕滋

問合せ先責任者　役職名  常務取締役兼CFO 氏名　田中　英男 ＴＥＬ　　075　－  212　－　1211

決算取締役会開催日 平成19年1月19日 配当支払開始日 平成－年－月－日

単元株制度採用の有無 有（１単元　100株）   

１．平成18年11月中間期の業績（平成18年5月21日～平成18年11月20日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益（△損失） 経常利益（△損失）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年11月中間期 2,119 △10.5 △31 － △89 －

17年11月中間期 2,369 △30.3 △393 － △409 －

18年5月期 4,622 △713 △794

中間(当期)純利益（△純損失）
１株当たり中間

(当期)純利益（△純損失）

百万円 ％ 円 銭

18年11月中間期 △848 － △39 42

17年11月中間期 △581 － △32 12

18年5月期 △2,189 △120 94

（注）①期中平均株式数 18年11月中間期 21,525,535株 17年11月中間期 18,097,554株 18年5月期 18,106,936株

②会計処理の方法の変更   有

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であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年11月中間期 10,580 2,865 27.1 133 10

17年11月中間期 16,122 5,017 31.1 277 27

18年5月期 14,380 4,707 32.7 218 71

（注）①期末発行済株式数 18年11月中間期 21,525,535株 17年11月中間期 18,097,595株 18年5月期 21,525,535株

②期末自己株式数 18年11月中間期 785株 17年11月中間期 785株 18年5月期 785株

２．平成19年5月期の業績予想（平成18年5月21日～平成19年5月20日）  

売上高 経常利益 当期純利益（△純損失）

百万円 百万円 百万円

通　期 4,900 200 △700

（参考）１株当たり予想当期純利益（△純損失）（通期）△32円52銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年５月期 － 0.00 － 0.00 － 0.00

19年５月期（実績） 0.00 0.00 － － －
0.00

19年５月期（予想） － － 0.00 0.00 －

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。



５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年11月20日）
当中間会計期間末

（平成18年11月20日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５月20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 ※２ 666,267   432,889   354,130   

２．受取手形  23,990   4,751   2,445   

３．売掛金  2,283,225   2,003,832   2,159,724   

４．たな卸資産  429,697   894,611   411,420   

５．短期貸付金  839,244   32,182   762,937   

６．繰延税金資産  350,200   209,857   570,520   

７．その他 ※４ 915,751   280,068   1,225,376   

８．貸倒引当金  △520,341   △529,477   △1,173,799   

流動資産合計   4,988,036 30.9  3,328,716 31.5  4,312,755 30.0

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1) 建物  90,408   41,236   64,122   

(2) 車輌運搬具  13,897   11,972   14,244   

(3) 工具、器具及び
備品

 58,737   27,432   33,096   

計  163,043   80,641   111,463   

２．無形固定資産  62,717   14,107   41,012   

３．投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２ 3,987,411   2,611,521   4,446,944   

(2) 関係会社株式  1,754,095   2,020,150   2,213,950   

(3) 長期貸付金  4,557,800   4,120,643   3,595,593   

(4) 関係会社長期貸
付金

※５ 1,420,318   253,694   275,400   

(5) 繰延税金資産  －   217,651   －   

(6) その他  713,779   1,345,085   1,542,443   

(7) 貸倒引当金  △1,524,384   △3,412,173   △2,159,335   

計  10,909,020   7,156,573   9,914,996   

固定資産合計   11,134,782 69.1  7,251,323 68.5  10,067,473 70.0

資産合計   16,122,818 100.0  10,580,039 100.0  14,380,229 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年11月20日）
当中間会計期間末

（平成18年11月20日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18年５月20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  210,160   434   124   

２．短期借入金 ※２ 2,669,500   1,636,597   1,831,621   

３．１年以内返済予定
長期借入金

※２ 2,570,250   2,270,250   2,420,250   

４．未払金  619,585   774,916   779,716   

５．未払費用  159,383   132,438   160,270   

６．未払法人税等  17,558   20,310   18,073   

７．前受金  197,077   186,576   243,942   

８．その他 ※４ 194,616   93,735   102,889   

流動負債合計   6,638,131 41.2  5,115,259 48.3  5,556,887 38.7

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 4,077,750   2,250,917   3,311,042   

２．退職給付引当金  62,159   69,694   67,366   

３．役員退職慰労引当
金

 258,300   253,356   264,084   

４．繰延税金負債  46,393   －   449,913   

５．その他  22,195   25,798   23,083   

固定負債合計   4,466,798 27.7  2,599,766 24.6  4,115,490 28.6

負債合計   11,104,930 68.9  7,715,025 72.9  9,672,377 67.3

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,866,916 11.6  － －  － －

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,171,523   －   －   

資本剰余金合計   1,171,523 7.2  － －  － －

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  77,752   －   －   

２．任意積立金  163,500   －   －   

３．中間(当期)未処分
利益

 702,740   －   －   

利益剰余金合計   943,992 5.9  － －  － －

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,036,383 6.4  － －  － －

Ⅴ　自己株式   △927 △0.0  － －  － －

資本合計   5,017,888 31.1  － －  － －

負債資本合計   16,122,818 100.0  － －  － －
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前中間会計期間末
（平成17年11月20日）

当中間会計期間末
（平成18年11月20日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成18年５月20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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  2,367,404 22.4  2,367,404 16.4

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  －   1,672,011   1,672,011   

資本剰余金合計   － －  1,672,011 15.8  1,672,011 11.6

３．利益剰余金           

(1）利益準備金  －   77,752   77,752   

(2）その他利益剰余金           

別途積立金  －   163,500   163,500   

繰越利益剰余金  －   △1,754,330   △905,871   

利益剰余金合計   － －  △1,513,078 △14.3  △664,619 △4.6

４．自己株式   － －  △927 △0.0  △927 △0.0

株主資本合計   － －  2,525,410 23.9  3,373,869 23.4

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  －   339,603 3.2  1,333,982 9.3

評価・換算差額等合計   － －  339,603 3.2  1,333,982 9.3

純資産合計   － －  2,865,013 27.1  4,707,851 32.7

負債純資産合計   － －  10,580,039 100.0  14,380,229 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20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   2,369,447 100.0  2,119,801 100.0  4,622,295 100.0

Ⅱ　売上原価   1,703,459 71.9  1,532,429 72.3  3,620,637 78.3

売上総利益   665,988 28.1  587,372 27.7  1,001,658 21.7

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

  1,059,737 44.7  618,516 29.2  1,715,584 37.1

営業利益（△損
失）

  △393,749 △16.6  △31,144 △1.5  △713,926 △15.4

Ⅳ　営業外収益 ※１  112,871 4.8  62,476 2.9  222,398 4.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  129,006 5.5  121,032 5.7  302,627 6.6

経常利益（△損
失）

  △409,884 △17.3  △89,699 △4.2  △794,155 △17.2

Ⅵ　特別利益 ※３  315,874 13.3  428,228 20.2  1,474,201 31.9

Ⅶ　特別損失 ※４  876,503 37.0  803,702 37.9  3,277,680 70.9

税引前中間(当期)
純利益（△純損
失）

  △970,513 △41.0  △465,174 △21.9  △2,597,634 △56.2

法人税、住民税及
び事業税

 5,853   10,527   7,551   

法人税等調整額  △395,082 △389,229 △16.5 372,756 383,284 18.1 △415,291 △407,739 △8.8

中間（当期）純利
益（△純損失）

  △581,283 △24.5  △848,458 △40.0  △2,189,895 △47.4

前期繰越利益   1,284,023   －   －  

中間(当期)未処分
利益

  702,740   －   －  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年５月21日　至　平成18年11月20）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計任意
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年５月20日　残高

（千円）
2,367,404 1,672,011 1,672,011 77,752 163,500 △905,871 △664,619 △927 3,373,869

中間会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)（千円）      △848,458 △848,458  △848,458

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

        －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － △848,458 △848,458 － △848,458

平成18年11月20日　残高

（千円）
2,367,404 1,672,011 1,672,011 77,752 163,500 △1,754,330 △1,513,078 △927 2,525,410

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年５月20日　残高

（千円）
1,333,982 1,333,982 4,707,851

中間会計期間中の変動額

中間純利益(△損失)(千円)   △848,458

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（千円）

△994,378 △994,378 △994,378

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△994,378 △994,378 △1,842,837

平成18年11月20日　残高

（千円）
339,603 339,603 2,865,013
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前事業年度（自　平成17年５月21日　至　平成18年５月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主資本
合計資本

準備金
資本剰余金

合計
利益
準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計任意
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年５月20日　残高

（千円）
1,866,916 1,171,523 1,171,523 77,752 163,500 1,464,999 1,706,251 △900 4,743,791

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 500,488 500,488 500,488      1,000,976

剰余金の配当（千円）      △180,975 △180,975  △180,975

当期純利益(△損失)（千円）      △2,189,895 △2,189,895  △2,189,895

自己株式の取得（千円）        △27 △27

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

        －

事業年度中の変動額合計

（千円）
500,488 500,488 500,488 － － △2,370,871 △2,370,871 △27 △1,369,922

平成18年５月20日　残高

（千円）
2,367,404 1,672,011 1,672,011 77,752 163,500 △905,871 △664,619 △927 3,373,869

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成17年５月20日　残高

（千円）
△77,851 △77,851 4,665,940

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）   1,000,976

剰余金の配当（千円）   △180,975

当期純利益(△損失)(千円)   △2,189,895

自己株式の取得（千円）   △27

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（千円）

1,411,834 1,411,834 1,411,834

事業年度中の変動額合計

（千円）
1,411,834 1,411,834 41,911

平成18年５月20日　残高

（千円）
1,333,982 1,333,982 4,707,851
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

　当社は、厳しい経営環境のなかで、

収益性向上とキャッシュ・フロー改善

にグループの総力をあげて取組んでお

りますが、当中間会計期間に393百万円

の営業損失を計上しております。また、

連結子会社である㈱リンク・プロモー

ションは当中間会計期間におきまして

営業損失355百万円を計上して債務超過

の状況にあります。また、今後の経営

成績によってはコミットメントライン

契約（平成17年11月20日現在実行額

5,857百万円）の財務制限条項に抵触す

る可能性が生じております。当該状況

により、継続企業の前提に関する重要

な疑義が生じております。

　下半期におきましては、事業全体の

抜本的改革に取り組むと共に、必要に

応じた手持ち有価証券等の資産売却等

により、キャッシュ・フローを改善さ

せつつ有利子負債の圧縮を進めてまい

る方針です。中間財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、このよ

うな重要な疑義の影響を中間財務諸表

には反映しておりません。

　当社は、引続き厳しい経営環境のな

かで、収益性向上とキャッシュ・フロー

改善にグループの総力をあげて取組ん

でおりますが、当中間会計期間におい

て31百万円の営業損失、848百万円の中

間純損失を計上しております。また、

保有株式の株価下落によりその他有価

証券評価差額金が大幅な減少となり純

資産の部が減少した結果、シンジケー

トローン契約（平成18年11月20日現在

実行額4,286百万円）の財務制限条項に

抵触する事実が発生しており、当該状

況により、継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。

　当社は、このような状態を解消すべ

く、平成18年12月に策定した今後3ヵ年

の経営計画に基づき、コンサルティン

グ事業の高収益化の実現と、営業キャッ

シュ・フローの改善に取り組んで参り

ます。

　また、金融機関に対しては、当該シ

ンジケートローン契約の継続について

交渉し、期限の利益喪失による一括返

済義務が生じないよう対処する所存で

あります。

　中間財務諸表は継続企業を前提とし

て作成されており、このような重要な

疑義の影響を中間財務諸表には反映し

ておりません。

　当社は、厳しい経営環境のなかで、

収益性向上とキャッシュ・フロー改善

にグループの総力をあげて取組んでお

りますが、当事業年度に713百万円の営

業損失を計上しております。また、今

後の経営成績によってはシンジケート

ローン契約（平成18年５月20日現在実

行額5,418百万円）の財務制限条項に抵

触する可能性が生じております。当該

状況により、継続企業の前提に関する

重要な疑義が生じております。

　今後におきましては、事業全体の抜

本的改革に取り組むと共に、必要に応

じた手持ち有価証券等の資産売却等に

より、キャッシュ・フローを改善させ

つつ有利子負債の圧縮を進めてまいる

方針です。財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、このような重

要な疑義の影響を財務諸表には反映し

ておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20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

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(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

…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）

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

全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定）

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

純資産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

　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。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 

・・・８～18年 

 工具、器具及び備品

・・・５～15年 

(1）有形固定資産

同左

 

 

建物 

・・・８～18年 

 工具、器具及び備品

・・・４～15年 

(1）有形固定資産

同左

 

 

 建物

 ・・・８～18年

 工具、器具及び備品

 ・・・４～15年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、主な償却年数は以下のと

おりであります。

　営業権　　　　　５年

　ソフトウェア　　５年

(2）無形固定資産

同左

 　なお、主な償却年数は以下の

とおりであります。

　のれん　　　　　５年

　ソフトウェア　　５年

(2）無形固定資産

同左

　なお、主な償却年数は以下のと

おりであります。

　のれん　　　　　５年

　ソフトウェア　　５年

（追加情報）

　当事業年度から、内閣府令第56号

「財務諸表等の監査証明に関する内

閣府令等の一部を改正する内閣府

令」（平成18年４月26日）により、

改正後の「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則」（昭和

38年大蔵省令　第59号）を適用して

おります。

(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 (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

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

(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計上して

おります。

　数理計算上の差異は、各事業年

度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌事業年

度から費用処理することとしてお

ります。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

期末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき当期末に

おいて発生していると認められる

額を計上しております。

　数理計算上の差異は、各期の発

生時における従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌期から費用処理

することとしております。

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく中間期末要支給

額相当額を計上しております。

(3）役員退職慰労引当金

同左

(3）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

て、内規に基づく期末要支給額相

当額を計上しております。

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 (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。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段…金利スワップ

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段…同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

①　ヘッジ手段…同左

②　ヘッジ対象…変動金利の借入

金利息

②　ヘッジ対象…同左 ②　ヘッジ対象…同左

(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。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段及びヘッジ対象に関

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。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対

象とヘッジ手段の相場変動の累計

を比較し、両者の変動額等を基礎

に判定しております。

　なお、特例処理の適用要件を充

たしている金利スワップについて

は、有効性が保証されるため、有

効性の判定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．その他中間財務諸表（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

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前会計年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

（固定資産の減損に係る会計基準） 

　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。これによる損益に

与える影響はございません。

 ────── （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

の適用方針」（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。

　これにより税引前当期純損失は27,737

千円増加しております。

　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。

──────   ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　当事業年度より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号　平成17年

12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金

額は4,707,851千円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、

当事業年度における貸借対照表の純資

産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

  ────── （加盟金売上の処理方法） 

　従来、フランチャイズ加盟金の売上

計上基準については、加盟契約の締結

及び加盟金の入金をもって売上計上す

る方法によっておりましたが、売上認

識をより客観的・保守的に行うため、

当中間会計期間より加盟店の出店確定

時に売上計上する方法に変更いたしま

した。

　この変更による影響は軽微でありま

す。

──────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

(中間貸借対照表）

　 前中間会計期間まで区分掲記しておりました「敷金・

保証金」は、当中間会計期間において資産の総額の100分

の５以下となったため、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、当中間会計期間の「敷金・保証金」の金額は

285,606千円であります。

(中間貸借対照表）

　──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成17年11月20日）

当中間会計期間末
（平成18年11月20日）

前事業年度末
（平成18年５月20日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

244,436千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

221,549千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

235,961千円

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

※２　担保資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産

定期預金 41,681千円

投資有価証券  3,469,635

計 3,511,316

定期預金 41,691千円

投資有価証券 1,683,870

計 1,725,561

定期預金 41,681千円

投資有価証券 3,642,870

計 3,684,551

(2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務 (2）担保資産に対応する債務

短期借入金 1,819,500千円

長期借入金 700,000

（１年以内返済予定額を含む）

計 2,519,500

短期借入金 570,000千円

長期借入金 180,000

（１年以内返済予定額を含む）

計 750,000

短期借入金 860,000千円

長期借入金 240,000

（１年以内返済予定分を含む）

計 1,100,000

　３　保証債務

(1）借入金に対する債務保証

　３　保証債務

(1）借入金に対する債務保証

３　保証債務

(1）借入金に対する債務保証

㈱イデア・リンク 841,938千円

㈱リンク・プロモー

ション
　　24,590　  

㈱ＰＬＥＮＡ　ＭＯＶ

ＡＤＯ
60,000

㈱ケア・リンク 888,000

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
181,000

㈱エステートセイワ 28,175

㈱バスク 7,790

㈱バイタル・プレスト 26,022

㈱リンク・ポット  10,615

計 2,068,131

㈱イデア・リンク 691,500千円

㈱ケア・リンク 120,000

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ

       

95,000

㈱エステートセイワ 13,475

㈱バスク 1,130

㈱バイタル・プレスト 20,394

㈱リンク・ポット 50,000

㈱ユー・エフ・リンク 48,700

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉ

ｎｋ
109,000

計 1,149,199

㈱イデア・リンク 795,100千円

㈱リンク・プロモー

ション
20,991

㈱ケア・リンク 873,000

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
138,000

㈱エステートセイワ 20,825

㈱バスク 4,460

㈱バイタルプレスト 23,208

㈱リンク・ポット 9,341

㈱ＰＬＥＮＡ　ＭＯＶ

ＡＤＯ
30,441

㈱ユー・エフ・リンク 56,800

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉ

ｎｋ
122,000

計 2,094,167

(2）リース債務に対する債務保証 (2）リース債務に対する債務保証 (2）リース債務に対する債務保証

㈱エル・シー・エー・

リコンストラクション
3,351千円

㈱リンク・プロモー

ション
42,632

㈱イデア・リンク 177,667

㈱ケア・リンク 2,051,887

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
4,193

㈱ドリームエクスプ

ローラ
 4,802

オーナーズエージェン

ト㈱
13,454

㈱リンク・ポット 12,915

㈱メディアコミュニ

ケーションズ
380,974

㈱ユー・エフ・リンク 25,495

計 2,717,374

㈱エル・シー・エー・

リコンストラクション
2,056千円

㈱リンク・プロモー

ション
37,975

㈱イデア・リンク 19,201

㈱ケア・リンク 1,788,077

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
1,330

㈱ドリームエクスプ

ローラ
984

オーナーズエージェン

ト㈱
3,267

㈱リンク・ポット 12,322

㈱メディアコミュニ

ケーションズ
294,313

㈱ユー・エフ・リンク 62,346

㈱ＬＣＡ－Ｉ 43,760

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉ

ｎｋ
91,002

計 2,356,640

㈱リンク・プロモー

ション
49,421千円

㈱イデア・リンク 26,789

㈱ケア・リンク 1,919,413

㈱エル・シー・エー・

リコンストラクション
2,703

㈱エル・シー・エーコ

ミュニケーションズ
2,740

オーナーズエージェン

ト㈱
7,303

㈱ドリームエクスプ

ローラ
2,893

㈱ユー・エフ・リンク 70,962

㈱リンク・ポット 11,365

㈱メディアコミュニ

ケーションズ
337,438

㈱ＬＣＡ－Ｉ 53,735

㈱Ａｃｔｉｖｅ　Ｌｉ

ｎｋ
100,797

計 2,585,565
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前中間会計期間末
（平成17年11月20日）

当中間会計期間末
（平成18年11月20日）

前事業年度末
（平成18年５月20日）

(3）　　　───── (3）　　　───── (3）仕入債務に対する債務保証

㈱エル・シー・

エー・リコンストラ

クション

5,250千円

計 5,250

 (4）　　　─────  (4）割賦購入債務に対する債務保証   (4）　　　─────

 ㈱リンク・ポット 12,924千円 

 ㈱リンク・プロモー

ション
17,393 

計 30,317

 

※４　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。

※４　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。

※４　　　　　─────

※５ 　当社は、子会社の資金需要に機動的に

対応するため、子会社との間で貸出極度

額契約を締結しております。

　当該契約に基づく貸出極度額の総額及

び貸出未実行残高は以下のとおりであり

ます。

※５ 　当社は、子会社の資金需要に機動的に

対応するため、子会社との間で貸出極度

額契約を締結しております。

　当該契約に基づく貸出極度額の総額及

び貸出未実行残高は以下のとおりであり

ます。

※５ 　当社は、子会社の資金需要に機動的に

対応するため、子会社との間で貸出極度

額契約を締結しております。

　当該契約に基づく貸出極度額の総額及

び貸出未実行残高は以下のとおりであり

ます。

貸出極度額の総額 5,500,000千円

貸出実行残高 1,405,907

貸出未実行残高 4,094,092

貸出極度額の総額 5,500,000千円

貸出実行残高 208,238

貸出未実行残高 5,291,761

貸出極度額の総額 7,000,000千円

貸出実行残高 204,244

貸出未実行残高 6,795,755

　６　財務制限条項

　当社は、事業資金の効率的な調達を行

うため、財務制限条項付特定融資枠契約

（シンジケート・ローン）を締結してお

り、その内容は下記のとおりであります。

　なお、財務制限条項に抵触した場合、

シンジケート団の多数貸付人からの要請

があれば、期限の利益を失い、直ちに借

入金の全額並びに利息及び精算金等を支

払う義務を負うことになっております。

　６　財務制限条項

　当社は、事業資金の効率的な調達を行

うため、財務制限条項付特定融資枠契約

（シンジケート・ローン）を締結してお

り、その内容は下記のとおりであります。

　なお、財務制限条項に抵触した場合、

シンジケート団の多数貸付人からの要請

があれば、期限の利益を失い、直ちに借

入金の全額並びに利息及び精算金等を支

払う義務を負うことになっております。

　６　財務制限条項

　当社は、事業資金の効率的な調達を行

うため、財務制限条項付特定融資枠契約

（シンジケート・ローン）を締結してお

り、その内容は下記のとおりであります。

　なお、財務制限条項に抵触した場合、

シンジケート団の多数貸付人からの要請

があれば、期限の利益を失い、直ちに借

入金の全額並びに利息及び精算金等を支

払う義務を負うことになっております。

(1)　㈱三井住友銀行を主幹事とする

平成14年11月29日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　3,000百万円

②　当中間会計期間末残高　1,650百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日において貸借対照表(連

結ベース)の資本の部の金額を3,400,000

千円または直近年度末における資本の部

の金額の75％以上のいずれか高い方の金

額以上に、貸借対照表（単体ベース）の

資本の部の金額を

3,200,000千円または直近年度末におけ

る資本の部の金額の75％以上のいずれか

高い方の金額以上に維持すること、及び

損益計算書(連結・単体ベースの両方)の

経常損益について2期連続して損失を計

上しないこと。

(1)　㈱三井住友銀行を主幹事とする

平成14年11月29日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　3,000百万円

②　当中間会計期間末残高　  750百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日において貸借対照表(連

結ベース)の資本の部の金額を3,400,000

千円または直近年度末における資本の部

の金額の75％以上のいずれか高い方の金

額以上に、貸借対照表（単体ベース）の

資本の部の金額を3,200,000千円または

直近年度末における資本の部の金額の

75％以上のいずれか高い方の金額以上に

維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(1)　㈱三井住友銀行を主幹事とする

平成14年11月29日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　3,000百万円

②　当事業年度末残高　    1,200百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日において貸借対照表(連

結ベース)の資本の部の金額を3,400,000

千円または直近年度末における資本の部

の金額の75％以上のいずれか高い方の金

額以上に、貸借対照表（単体ベース）の

資本の部の金額を

3,200,000千円または直近年度末におけ

る資本の部の金額の75％以上のいずれか

高い方の金額以上に維持すること、及び

損益計算書(連結・単体ベースの両方)の

経常損益について2期連続して損失を計

上しないこと。
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前中間会計期間末
（平成17年11月20日）

当中間会計期間末
（平成18年11月20日）

前事業年度末
（平成18年５月20日）

(2)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年2月3日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,000百万円

②　当中間会計期間末残高　1,750百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成15年5月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(2)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年2月3日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,000百万円

②　当中間会計期間末残高　1,250百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成15年5月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(2)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年２月３日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,000百万円

②　当事業年度末残高　　　1,500百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成15年５月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(3)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成16年9月24日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,500百万円

②　当中間会計期間末残高　2,457百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成16年5月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(3)　    　　　 ───── (3)            ─────

 (4) 　　　　　─────  (4)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

 　　　平成18年１月24日付シンジケート・ロー

ン契約

 ①　特定融資枠契約の総額　2,150百万円

 ②　当中間会計期間末残高　1,536百万円

 ③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成16年５月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(4)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成18年１月24日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　2,150百万円

②　当事業年度末残高　　　1,843百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成16年５月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

  (5)　　　　　 ─────  (5)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

 平成18年１月25日付シンジケート・ロー

ン契約

 ①　特定融資枠契約の総額　1,000百万円

 ②　当中間会計期間末残高　  750百万円

 ③　財務制限条項

 各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成17年５月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。

(5)　㈱みずほ銀行を主幹事とする

平成18年１月25日付シンジケート・

ローン契約

①　特定融資枠契約の総額　1,000百万円

②　当事業年度末残高　  　　875百万円

③　財務制限条項

　各決算期末日及び中間決算の日におい

て貸借対照表(連結・単体ベースの両方)

の資本の部の金額を平成17年５月決算期

末日における資本の部の金額の75％以上

に維持すること、及び損益計算書(連結・

単体ベースの両方)の経常損益について2

期連続して損失を計上しないこと。
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

※１　営業外収益のうち主要

なもの

受取利息 31,809千円

受取配当金 14,737千円

受取利息 38,965千円

受取配当金    1,293千円

投資事業組合収益 18,805千円 

受取利息    112,894千円

受取配当金 12,320千円

保険解約返戻金 61,167千円

※２　営業外費用のうち主要

なもの

支払利息 81,919千円

シンジケートロー

ン手数料償却
29,570千円

支払利息   73,893千円

シンジケートロー

ン手数料償却
   37,659千円

支払利息  176,350千円

シンジケートロー

ン手数料償却
   64,171千円

※３　特別利益のうち主要な

もの

関係会社株式売却

益
308,110千円

投資有価証券売却

益
7,764千円

関係会社株式売却

益
404,900千円

関係会社株式売却

益
   893,367千円

投資有価証券売却

益
580,815千円

※４　特別損失のうち主要な

もの

固定資産処分損 2,561千円

投資有価証券評価

損
8,000千円

関係会社株式評価

損
65,799千円

貸倒引当金繰入額 721,772千円

貸倒損失 78,369千円

固定資産処分損    31,908千円

投資有価証券評価

損
61,665千円

貸倒引当金繰入額 608,515千円

固定資産処分損 25,219千円

投資有価証券評価

損
    25,109千円

子会社株式評価損 779,999千円

貸倒引当金繰入額  1,542,817千円

貸倒損失    488,244千円

　５　減価償却実施額 有形固定資産 20,831千円

無形固定資産 17,331千円

有形固定資産 10,417千円

無形固定資産    17,068千円

有形固定資産 39,093千円

無形固定資産   34,789千円

　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

損損失を計上しました

地域 用途 種類
減損
損失

(千円)

首都圏
　他

販売業

務施設

建物、

工具、

器具及

び備品

4,448

その他
通信設

備等

電話

加入権

のれん

903

10,760

当社は、事業用資産については

主として管理会計上の区分により、

また、遊休資産については個々の

資産別にグルーピングを行ってお

ります。 

その結果、一部の事業用資産に

ついては今後経常的な損失が予想

されるため、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（16,022千円）として特別

損失に計上しております。その内

訳は、建物2,779千円、工具器具及

び備品1,046千円、ソフトウェア

622千円、電話加入権903千円及び

のれん10,670千円であります。

なお、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５％で割り引いて

算定しております。 

　当事業年度において、当社は以

下の資産グループについて減損損

失を計上しました。

地域 用途  種類
減損
損失

(千円）

首都圏
他

販売業

務施設

建物、

工具、

器具及

び備品

23,490

 その他
 通信設

備

電話加

入権
4,247

  当社は、事業用資産については

主として管理会計上の区分により、

また、遊休資産については個々の

資産別にグルーピングを行ってお

ります。

 その結果、一部の事業用資産につ

いては今後経常的な損失が予想さ

れるため、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（27,737千円）として特別損

失に計上しております。その内訳

は、建物12,764千円、工具、器具

及び備品10,725千円、その他無形

固定資産4,247千円であります。 

  なお、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５％で割り引いて

算定しております。 
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年５月21日　至　平成18年11月20日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

普通株式 785 － － 785

合計 785 － － 785
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①　リース取引

前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20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中間期末残高相当額

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

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)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、器具及
び備品

258,165 219,463 38,701

ソフトウェア 63,603 38,754 24,849

合計 321,769 258,218 63,550

 

取得価
額相当
額
(千円)

減価償
却累計
額相当
額
(千円)

中間期
末残高
相当額
(千円)

工具、器具及
び備品

155,037 125,448 29,588

ソフトウェア 61,443 38,281 23,162

合計 216,480 163,729 52,751

 

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

259,680 223,660 36,020

ソフトウェア 64,432 46,290 18,142

合計 324,113 269,950 54,162

(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 50,722千円

１年超 62,751千円

合計 113,474千円

１年内       38,751千円

１年超       49,264千円

合計      88,016千円

１年内 44,062千円

１年超 52,701千円

合計 96,763千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(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 35,267千円

減価償却費相当額 22,432千円

支払利息相当額 2,505千円

支払リース料 25,391千円

減価償却費相当額 17,402千円

支払利息相当額 1,531千円

支払リース料 64,825千円

減価償却費相当額 43,619千円

支払利息相当額 4,311千円

(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

(減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失はござい

ません。 

(減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失はござい

ません。 

(減損損失について)

　リース資産に配分された減損損失はござい

ません。

②　有価証券

（前中間会計期間）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 
前中間会計期間末（平成17年11月20日）

 
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 45,300 684,030 638,730

合計 45,300 684,030 638,730

（当中間会計期間）

　 該当事項はありません。

（前事業年度）

　 該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

１株当たり純資産額 277円27銭

１株当たり中間純損失 32円12銭

１株当たり純資産額    133円10銭

１株当たり中間純損失   39円42銭

１株当たり純資産額 218円71銭

１株当たり当期純損失 120円94銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、１株当たり

当期純損失であるため記載しておりま

せん。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式は

存在するものの１株当たり当期純損失

であるため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益（△純損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日)

当中間会計期間
(自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日)

前事業年度
(自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日)

中間（当期）純利益（△純損失）

（千円）
△581,283 △848,458 △2,189,895

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益（△

純損失）（千円）
△581,283 △848,458 △2,189,895

期中平均株式数（株） 18,097,554 21,525,535 18,106,936

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

新株予約権１種類（商

法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権）652,000

株。

新株予約権１種類（旧

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権）499,000

株。

新株予約権１種類（旧

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権）527,000

株。
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成17年５月21日
至　平成17年11月20日）

当中間会計期間
（自　平成18年５月21日
至　平成18年11月20日）

前事業年度
（自　平成17年５月21日
至　平成18年５月20日）

　　当社は、平成18年１月25日付で、資金効

率の向上、金融費用の削減及び財務関連業

務コストの削減を目的として、下記のシン

ジケートローン契約を締結いたしました。

 調達金額 10億円

 契約日 平成18年１月25日

 実行日 平成18年１月30日

 契約期間 平成18年１月25日から平

成21年10月30日まで 

 資金使途 当社、子会社及び関連会

社における事業資金

 シンジケート団 みずほ銀行 

 東京海上日動火災保険 

 殖産銀行 

 第一商業銀行 

 財務制限条項

 (1) 提出会社は、本契約締結日以降の各決算

末日及び中間決算の日において以下の条

件を充足する。

 　 ①連結貸借対照表の資本の部の金額を平

成17年５月決算期末日における連結貸借

対照表の資本の部の金額の75％を維持す

ること。

 　 ②貸借対照表の資本の部の金額を平成17

年５月決算期末日における貸借対照表の

資本の部の金額の75％を維持すること。

  (2) 提出会社は、本契約締結日以降の各決

算期末日において以下の条件を充足する。

    ①連結損益計算書上の経常損益につき、

２期連続して損失を計上しないこと。

    ②損益計算書上の経常損益につき、２期

連続して損失を計上しないこと。

 

　当社は、平成18年12月８日開催の取締役会

において、平成18年12月25日を払込期日とす

る第三者割当による第１回無担保転換社債型

新株予約権付社債の発行を決議し、同年12月

25日に発行いたしました。

　なお、詳細については、連結財務諸表におけ

る「重要な後発事象」に記載のとおりでありま

す。

株式会社イデア・リンクの株式譲渡について

  当社は、平成18年７月20日開催の取締役会

において、財務体質の強化及び資金調達策の

一環として、当社の子会社である株式会社イ

デア・リンクの株式売却の方針を決議いたし

ました。

当該子会社の概要

名称 株式会社イデア・リンク

資本金 501,200千円

事業内容 飲食店・フランチャイズ本部の運

営、フランチャイズチェーン店の

運営、エリアフランチャイズ本部

の運営、飲食新業態の研究と開発、

飲食店の経営コンサルティング

業績 売上高 5,535,551千円

経常利益 25,842千円

当期純損失 110,356千円

　なお、株式の譲渡先、譲渡株式数及び時期

等については、未定であります。
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