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１．新生リンク・ワン Step1 （当第一四半期）～ 『事業の選択と集中』

結果として、前期までに多額の特別損失を計上し、債務超過
となりました （08年2月末時点連結純資産：▲325百万円）

①プロ店長事業
（人材派遣）

①プロ店長事業
（人材派遣）

②直営店舗運営事業②直営店舗運営事業

③FC本部事業③FC本部事業

④教育ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業④教育ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業

⑤プロ店長検定事業⑤プロ店長検定事業

⑥採用支援事業⑥採用支援事業

当第一四半期（08年3～5月）においては、リンク・ワンの事業再生の第一弾として不採算事業からの
撤退を推進し、プロ店長事業と直営事業への『事業の選択と集中』を行ってまいりました。

当第一四半期（08年3～5月）においては、リンク・ワンの事業再生の第一弾として不採算事業からの
撤退を推進し、プロ店長事業と直営事業への『事業の選択と集中』を行ってまいりました。

前期までは新たな収益源を求めて下記のように多数の事業へ投資を
行っていたが、収益には結びついていなかった

当第１四半期からは、左記③
～⑥の事業は縮小・撤退し、

①プロ店長事業
②直営店舗運営事業

に経営資源を集中することで、
まずは両事業の建て直しを図
ってまいりました

当第１四半期からは、左記③
～⑥の事業は縮小・撤退し、

①プロ店長事業
②直営店舗運営事業

に経営資源を集中することで、
まずは両事業の建て直しを図
ってまいりました

再生再生Step1Step1：安定的に利益を創出していたが、全社
販管費の吸収には到っていなかった

：赤字店舗の閉店と店舗改善により、当
期は黒字化を目指せる状態となった

：前期は赤字を計上しており、新たな事業
戦略への切替が必要

：一定の売上規模はあったが外注費がか
さみ赤字であったため撤退へ

：売上収入がほとんど無く、赤字を計上し
ていたため完全撤退

：人材紹介サービスはプロ店長事業の
補完的サービスへ

総評前期売上高 前期粗利益
※

※当社では「全社販管費配賦前の事業利益」を
粗利益と定義しております

448百万円 77百万円

546百万円 △78百万円

293百万円 △45百万円

57百万円 △51百万円

0百万円 △5百万円

28百万円 △19百万円
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派遣単価
（月間）

人数

@100万円

@50万円

@40万円

原価

粗利

改革前のプロ店長事業
では、未稼動抑止のため
に原価割れで派遣してい
るケースも散見された

前期までは、稼働率の維持を重視するあまり、人材を原価割れで派遣しているケースが散見されまし
たが、当第１四半期より原価割れでの派遣を禁止しました。

前期までは、稼働率の維持を重視するあまり、人材を原価割れで派遣しているケースが散見されまし
たが、当第１四半期より原価割れでの派遣を禁止しました。

前期までのプロ店長事業の状況前期までのプロ店長事業の状況

７０％３０％

派遣単価
（月間）

人数

@100万円

@50万円

@40万円

原価

粗利

案件を個別に精査し、
原価割れ案件をなくしま
した

当第１四半期におけるプロ店長事業の改善状況当第１四半期におけるプロ店長事業の改善状況

７０％３０％

原価割れ

２．Step1の検証 ～ ①プロ店長事業（１/２）

その結果、プロ店長事業の売上総利益が改善
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また、プロ店長事業では支援先からのフィーは主として固定報酬であり、各店長の成果が当社の利益
に直結（比例）しない構造となっておりました。

また、プロ店長事業では支援先からのフィーは主として固定報酬であり、各店長の成果が当社の利益
に直結（比例）しない構造となっておりました。

今後のﾌﾟﾛ店長事業

従来のﾌﾟﾛ店長事業

個店の再生だけの事業から、
複数店舗をﾁｰﾑで再生する
体制への進化を推進中

顧客から受け取る報酬は
一定
当社の粗利益は最大でも
1人当り50万円/月 改

善
・再
生

個店A

固定フィー
50万円

改
善
・再
生

固定フィー
70万円

改
善
・再
生

固定フィー
90万円

例）プロ店長支援の改善事例

①A店 売上：276万円⇒612万円
（イタリアン）

②B店 売上：866万円⇒1535万円
（ダイニング）

③C店 営業利益：▲129万円⇒204万円
（宅配寿司）

④D店 営業利益：▲110万円⇒173万円
（居酒屋）

プロ店長事業を、個店のみならず企業全体を再生する事業へと進化させる必要がある （p5参照）プロ店長事業を、個店のみならず企業全体を再生する事業へと進化させる必要がある （p5参照）

（参考）従来のﾌﾟﾛ店長事業の収益構造

個店B 個店D

１人のプロ店長が個店の支援を行った場合の当社へのフィー
は売上80～90万円/月（粗利50万円/月程度）が限界

３．Step1の検証 ～ ①プロ店長事業（２/２）
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４．Step1の検証 ～ ②直営店舗運営事業

不採算であった直営店舗を建て直したり、FC加盟店が運営していた店舗を当社が再生させるなど、
直営店舗は当社の収益源になりつつあるとともに、真のプロ店長の育成の場ともなっております。

不採算であった直営店舗を建て直したり、FC加盟店が運営していた店舗を当社が再生させるなど、
直営店舗は当社の収益源になりつつあるとともに、真のプロ店長の育成の場ともなっております。

（参考）直営店舗の建て直し実績

08年4月以前は毎月赤字を計上していた店舗を、
08年5月に「豚○商店新宿店」へと業態転換
業態転換に伴いｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝも見直し、6月には黒
字化を達成。7月は店舗利益108万円へ

①「豚○商店 新宿店」

今後の直営事業

従来の直営事業

①当社の収益源の1つへ
②真のプロ店長育成の場へ

07年4月以前は赤字であったFC加盟店舗を、
07年5月より当社直営店として運営
FC店の時は年間での平均月商388万円であっ
た店舗を当期には平均月商573万円へ

②「ｽｰﾌﾟｶﾚｰ『心』 ｲｵﾝﾅｺﾞﾔﾄﾞｰﾑ前店」

“真のプロ店長”とは、店舗
の売上・利益を向上させられ
る現場のリーダーを言う

直営店は社員の研修店舗とい
う位置付けであり、店長の収益
意識が低くなりがちであった

※当期は08年5月～8月の4ヶ月間の平均月商を記載しております
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５．新生リンク・ワン Step2（当第二四半期） ～ 『企業再生事業』

直営事業

企業再生事業へ

プロ店長事業

真のプロ店長育成
・売上を上げる

・利益を上げる
真のプロ店長
（スタッフリーダー）

トレーナー
が直営社員
を育成

直営店で養成
された人材は
プロ店長へ

当社人材による店舗再生
の実践・実演

１店舗のみならず、企業全体を
プロ店長が再生する

店舗経営 ⇒ 企業経営
（プロ店長） ⇒ （プロSV）

• 養成された店舗スタッフを対象
企業へ派遣（ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝ支援）

• プロのトレーナーが現場に赴き対象企業
の人材を育成 （人材教育）

• 店舗再生の実績を持つプロ店長が店舗
経営を支援 （ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｼﾞﾝｸﾞ支援）

Step2Step2

Step2として、プロ店長事業と直営事業で養成された当社の人材を核として、投資先企業等の企業全体
を再生する『企業再生事業』へと進化させてまいります。

Step2として、プロ店長事業と直営事業で養成された当社の人材を核として、投資先企業等の企業全体
を再生する『企業再生事業』へと進化させてまいります。

店舗を“ｷﾚｲに・明るく”
することが基本
（ｸﾚﾝﾘﾈｽ、挨拶・声出し）

現在、第１弾として、当社
連結子会社である「おたる
ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ」の再生を進
めております
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６．企業再生事業とは？ （プロ店長事業の進化事業）

企業再生事業とは、当社のプロ店長をチームで投資先企業の店舗へ派遣することで、投資先の企業
価値を向上させるとともに、当社（ひいては当社の株主様）への利益還元を目指す事業であります。

企業再生事業とは、当社のプロ店長をチームで投資先企業の店舗へ派遣することで、投資先の企業
価値を向上させるとともに、当社（ひいては当社の株主様）への利益還元を目指す事業であります。

企業再生事業 （プロ店長のチーム派遣により）企業再生事業 （プロ店長のチーム派遣により）

・・・・・

株主様の利益

投資先企業

リンク・ワンの利益向上

チーム派遣

隊長

店舗を統括するSV
店長

スタッフ

※従来のプロ店長事業のモデルでは、プロ店長1名当
りが獲得できる利益が決まってしまっていたが、企業
再生事業のモデルでは、チームを組んだプロ店長が
投資先企業全体を改善（企業再生）することで、獲得
できる利益は格段に拡がると期待する

当社の収益アップ

投資先企業の収益アップ

支援先店舗の収益アップ

チームとして投資先へ派遣
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７．企業再生事業の展開状況 ～“おたる寿し”の復活

企業再生事業の第１弾として、当社連結子会社である「おたるコーポレーション株式会社」が展開する
“おたる寿し”の復活を支援しております。

企業再生事業の第１弾として、当社連結子会社である「おたるコーポレーション株式会社」が展開する
“おたる寿し”の復活を支援しております。

“おたる寿し”復活のシナリオ

ゴールデンウィーク期間のスポット要員
としてスタッフ派遣を開始

おたる寿しの今後の方向性についての
協議・検討を本格化。人件費相当額で
のスタッフ派遣を開始

おたる寿し「学芸大学店」へ当社社員に
よるチーム派遣開始
（※学芸大学店は、08年8月30日には『もしもツ
アーズ（フジテレビ）』にも紹介された）

上記店舗に4店舗を加え、計5店舗（特
化店舗）へのチーム派遣開始
（学芸大学店、草加氷川町店、東浦和店、
練馬北町店、上尾緑丘店）

9月1日から24店舗へ、9月末からは全
41店舗へ支援開始の予定
（人事交流も開始予定）

08年5月

08年6月

08年7月

08年8月

08年9月

例） 特化5店舗の復活実績例

①学芸大学店 売上：588万円⇒ 689万円（17.2％増）

②東浦和店 売上：957万円⇒1100万円（14.9％増）

③上尾緑丘店 売上：736万円⇒ 862万円（17.1％増）

今後、41店舗全店へとﾁｰﾑ派遣を拡大し、
本格的な企業再生を図る

隊長
店舗を統括
するSV

店長

スタッフ

チーム派遣
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店舗利益
（直営店、おたる寿し）

原価
(プロ店長)

派遣単価
（月間）

人数

派遣営業は高単価の真のプロ店長派遣派遣営業は高単価の真のプロ店長派遣

に特化するに特化する

変革方針変革方針①①

変革方針②変革方針②

@100万円

@50万円

@35万円
原価

（直営店、おたる寿し）

粗利
（プロ店長）

プロ店長事業は、
真のプロ店長だ
けで稼ぐ

スタッフレベル社員は、直営店舗及び「おスタッフレベル社員は、直営店舗及び「お
たる寿し」店舗で育成し、店舗利益の向上たる寿し」店舗で育成し、店舗利益の向上

を目指すを目指す

変革方針③変革方針③

本社家賃、ＩＴ関連費・労務費などを削減本社家賃、ＩＴ関連費・労務費などを削減
することで、全社販管費ならびに事業原価することで、全社販管費ならびに事業原価

を低減するを低減する

８．当社の再生方針と収益イメージ（サマリ）

当社の再生方針の概念図当社の再生方針の概念図

全社販管費 変革方針③変革方針③

変革方針①変革方針①

変革方針②変革方針②

７０％
３０％

今後は、プロ店長事業では支援人員を絞り込み高付加価値化を推進し、「おたる寿し」などの企業再生
事業を新たな収益の柱とします。並行して全社販管費の削減を行い、早期黒字化を図ります。

今後は、プロ店長事業では支援人員を絞り込み高付加価値化を推進し、「おたる寿し」などの企業再生
事業を新たな収益の柱とします。並行して全社販管費の削減を行い、早期黒字化を図ります。

低単価での人材派遣は原則禁
止とし、直営店舗およびおたる
寿しの店舗収益拡大に努める

低価格での
人材派遣の
収益曲線
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参考資料： 店舗M&A事業の考え方の踏襲

当社の展開する『企業再生事業』は、TRNグループ各社が各々の専門性を活かして再生支援を目指す、
『店舗M&A事業』の考え方を踏襲したものであり、当社の資産である人材を核として拡大可能な事業です。

通常の投資会社によるM&A （ｲﾒｰｼﾞ） 店舗M&A事業 （ｲﾒｰｼﾞ）

主
体

主
体

店舗流通ﾈｯﾄ店舗流通ﾈｯﾄ TRNｱｾｯﾂTRNｱｾｯﾂ投資会社投資会社

モノ（店舗資産） カネ

ス
キ
ー
ム

店舗を買い取り、
業務委託型店舗
へ（TRNetの本業）

不足分の運転資
金を投資

特
徴

①買取店舗はす
ぐに委託店舗へ

②再生不可と判
断した店舗は業
態転換も可能

①比較的少ない
投資で規模の大
きなM&Aも可能

ヒト・モノ・カネの専門各社による総合的なハンズ・オ
ン型支援 （物的・人的資産の他事業への転用も可能）

現TRN各社との事業面での協力体制も継続しながら、
当社の人材を核とした企業再生事業へと事業を発展
させる

モノ（店舗資産） カネ ヒト（従業員）

ス
キ
ー
ム

赤字店をｽｸﾗｯﾌﾟ
し、他の店舗資産
を固定資産化

必要資金は全額
を有価証券にて
投資

従業員をﾘｽﾄﾗす
るなど、ｺｽﾄ削減

投資会社のみによる資金支援先行型のM&Aでは、
飲食店の現場にまで入り込んだ支援が難しいと想定

再生が困難な場合、物的・人的資産ともに不良資産
化する可能性がある

特
徴

①店舗資産はそ
のまま固定資産
としてｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ

②不採算店舗は
不良資産化

①現金による
多額の投資が
必要

①現場に入り込
んだ改善困難

②店舗撤退時に
は従業員はﾘｽﾄ
ﾗ対象となる

リンク・ワンリンク・ワン

ヒト（従業員）

店舗ｵﾍﾟﾚｰｼｮﾝを
受託し、店舗価値
の向上を支援

①ﾌﾟﾛ店長が現場
から再生支援

②余剰人員が出
たらﾌﾟﾛ店長へ
の移籍も可能
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