
 
平成20年10月17日

 

   

 

   

 
1. 平成21年２月中間期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

 

 
  

 

 
  

 

 

 
  

 

 
  

2. 配当の状況 

 
  

3. 平成21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 

 
  

平成21年２月期 中間決算短信

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 URL http://www.link-one.co.jp

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)長谷部 修
問合せ先責任者 (役職名)管理部長 (氏名)小昏 雄介 TEL (03)6418－8220

半期報告書提出予定日 平成20年11月28日

(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月中間期 2,703 120.3 △196 ─ △212 ─ △281 ─
20年２月中間期 1,227 △22.8 △212 ─ △223 ─ △98 ─

20年２月期 2,915 ― △469 ― △482 ― △508 ―

１株当たり 
中間(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり 

中間(当期)純利益
円 銭 円 銭

21年２月中間期 △15,918 41 ─ ─
20年２月中間期 △5,564 69 ─ ─

20年２月期 △28,740 13 ─ ─

(参考) 持分法投資損益 21年２月中間期 ─百万円 20年２月中間期 △６百万円 20年２月期 △６百万円

(2) 連結財政状態

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

21年２月中間期 1,336 △627 △48.3 △36,555 92

20年２月中間期 2,391 89 1.7 2,298 88

20年２月期 1,730 △325 △21.3 △20,876 56

(参考) 自己資本 21年２月中間期 △646百万円 20年２月中間期 40百万円 20年２月期 △369百万円

(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

21年２月中間期 △118 112 △291 336

20年２月中間期 △275 △88 △222 962

20年２月期 △465 △61 △388 633

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 ─ ─ 0 00 ─ ─ 0 00 0 00

21年２月期(実績) ─ ─ 0 00 ─ ─ ─ ─
0 00

21年２月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 5,390 84.9 △264 ─ △294 ─ △376 ─ △21,268 17
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4. その他 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

1. 平成21年２月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 平成21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があ
ります。 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 

 

期末発行済株式数 
(自己株式を含む)

21年２月中間期 17,679株20年２月中間期 17,679株20年２月期 17,679株

② 期末自己株式数 21年２月中間期 ―株20年２月中間期 ―株20年２月期 ―株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月中間期 692 △24.0 △184 ─ △183 ─ △260 ─
20年２月中間期 911 △42.7 △207 ─ △214 ─ △121 ─

20年２月期 1,377 ― △444 ― △451 ― △525 ―

１株当たり 
中間(当期)純利益

円 銭

21年２月中間期 △14,722 55

20年２月中間期 △6,871 57

20年２月期 △29,744 93

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

21年２月中間期 855 △603 △70.6 △34,159 37

20年２月中間期 1,930 60 3.1 3,436 54

20年２月期 1,336 △343 △25.7 △19,436 82

(参考) 自己資本 21年２月中間期 △603百万円 20年２月中間期 60百万円 20年２月期 △343百万円

(％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 1,356 △1.5 △226 ─ △232 ─ △306 ─ △17,308 67
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(当中間期の経営成績) 

当社グループは、当期より新たな経営体制の下で、『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事

業再建を進めてまいりました。当中間連結会計期間におきましては、不採算事業からの撤退や直営店舗

の改善、全社販管費の削減等を通じて収益改善に努めてまいりました。 

  

（参考）当中間連結会計期間における主なコスト削減施策と削減効果 

 
  

その結果、着実なコスト削減を達成してまいりましたが、現時点においては未だ改革途上であり、全

社としての黒字化には到っていない状態であります。 

 当中間連結会計期間における連結業績は、売上高：2,703百万円、営業利益: △196百万円、経常利

益：△212百万円、当期純利益：△281百万円となりました。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

コスト削減施策 削減効果

①教育コンサルティング事業からの撤退による外注費等の削減 約３百万円/月

②人材紹介事業からの撤退による媒体費等の削減 約１百万円/月

③直営店舗運営事業の業績改善
約８百万円/月

 （不採算店の撤退および店舗改善）

④全社販管費（採用費・人件費等）の削減
約12百万円/月

 （※前期平均38百万円/月⇒現在26百万円/月）
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当中間連結会計期間における各事業セグメント別の具体的な状況は、次のとおりです。 

  

①人材関連事業 

■人材派遣事業（プロ店長事業） 

プロ店長事業におきましては、案件を個別に精査し原価割れ案件を撤廃することで収益を改善してま

いりました。今後は、プロ店長事業を通じて養成された当社の人材と、蓄積されたナレッジを活用し

て、投資先企業等の企業全体を再生する「企業再生事業」へとプロ店長事業を進化させることで、更な

る利益の拡大に寄与してまいります。 

  

■教育コンサルティング事業、人材採用支援事業 

教育コンサルティング事業におきましては、支援先店舗の従業員に対する教育研修やマニュアル開発

を行ってまいりました。また、人材採用支援事業におきましては、顧客企業に対する人材紹介サービス

を行ってまいりました。 

前述の「事業の選択と集中」という経営方針に基づき両事業からは撤退することとし、経営資源をプ

ロ店長事業、直営店舗運営事業および企業再生事業へと集中させてまいります。 

  

②店舗戦略事業 

■フランチャイズ本部事業 

「スープカレー『心』」のフランチャイズ本部として、ルーカレー・キーマカレーをはじめとする新

商品を導入し、既存店の抜本的な改善に取り組んでおります。今後も、直営店舗を活用したモデル改善

を推進してまいります。 

  

■直営店舗運営事業 

直営店舗運営事業につきましては、前連結会計年度に引当処理を行った不採算直営店舗については当

中間連結会計期間にて撤退を完了いたしました。また、業態変更や店長の意識改革などを通じて店舗業

績の改善に努めた結果、当中間連結会計期間より全店合計での店舗業績の月次黒字化を達成いたしまし

た。 

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」におきましては、平成20年10月17日現在

において41店舗の“おたる寿し”の運営を行っておりますが、平成20年７月より当社プロ店長のチーム

派遣を開始することで、今後の店舗業績の拡大を目指しておいります。 

  

(当期の見通し) 

今後、当社グループは、平成20年９月25日付で開示いたしました「株式会社リンク・ワン 事業再生

方針書」に基づく事業再建を推進することで収益力の改善に努めてまいります。 

  

 事業再建計画の骨子は、以下のとおりであります。 

①抜本的なコスト削減活動の推進 

当中間連結会計期間におきまして、外注費・媒体費・採用費などの経費削減を進めてまいりました

が、今後も早期黒字化に向けて、本社移転による地代家賃の削減・IT関連費用の削減・労務費の改善

など、抜本的なコスト削減活動を更に推進してまいります。 

㈱リンク・ワン(2403)平成21年２月期中間決算短信
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②事業の選択と集中 

当中間連結会計期間におきまして、不採算事業（教育コンサルティング事業・人材採用支援事業）

から撤退するとともに、不採算直営店舗の閉店処理についても完了し、経営資源をプロ店長事業と直

営店舗運営事業へと集中いたしました。今後は、プロ店長事業と直営店舗運営事業を通じて養成され

た当社の人材を活用し、後述の「企業再生事業」を当社の中核事業として進化させてまいります。 

  

③企業再生事業の展開 

企業再生事業とはプロ店長事業を進化させた事業であり、当社のプロ店長をチームとして投資先企

業の複数店舗へ派遣することで、投資先の企業価値を向上し、当社への利益還元を目指す事業です。

 まずは、企業再生事業の第一弾として、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” の売上向上を支援することを通じて、収益拡大を目指しておりま

す。 

  

なお、通期の個別・連結業績予想は平成20年９月25日発表の「特別損失の発生および業績予想の修

正に関するお知らせ」に記載のとおりであります。 

㈱リンク・ワン(2403)平成21年２月期中間決算短信
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(財政状態の変動状況) 

① 資産の状況 

当中間連結会計期間における流動資産合計は前連結会計年度末比304百万円の減少で967百万円とな

り、また、固定資産合計は前連結会計年度末比88百万円の減少で369百万円となりました。その結

果、資産合計は前連結会計年度末比393百万円の減少で1,336百万円となりました。 

これは主として、現金及び預金の減少278百万円、敷金・保証金の減少69百万円によるものであり

ます。 

  

② 負債の状況 

当中間連結会計期間における流動負債合計は前連結会計年度末比62百万円の増加で1,308百万円と

なり、また、固定負債合計は前連結会計年度末比153百万円の減少で655百万円となりました。その結

果、負債合計は前連結会計年度末比90百万円の減少で1,964百万円となりました。 

これは主として、当中間連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、支払が翌日にずれ込ん

だことに伴う未払金の増加163百万円、支払手形及び買掛金の増加123百万円、借入金の減少274百万

円によるものであります。 

  

③ 純資産の状況 

当中間連結会計期間における純資産合計は前連結会計年度末比302百万円の減少で627百万円の債務

超過となりました。 

これは主として、当期純損失の計上281百万円によるものであります。 

債務超過の解消は、当社グループの重要な経営課題として認識しており、新たな事業計画のもとで

収益力の改善に努めるとともに、自己資本の充実に向けた資金調達についても引続き検討を進めてま

いります。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度の期末残高と比較

して297百万円減少し、336百万円となりました。 

  

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、118百万円の支出超過となり

ました。これは税金等調整前中間純損失282百万円計上したこと、当中間連結会計期間末日が金融機

関の休日であったため、支払が翌日にずれ込んだことに伴う未払金の増加175百万円、仕入債務の増

加123百万円、売上債権の増加75百万円があったことによるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

㈱リンク・ワン(2403)平成21年２月期中間決算短信
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② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、112百万円の収入超過となり

ました。これは貸付金の回収による収入121百万円、店舗撤退に伴う契約の解約による敷金・保証金

の払戻収入80百万円、有形固定資産の取得による支出22百万円等があったことによるものでありま

す。 

  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、291百万円の支出超過となり

ました。これは長期借入金の返済による支出274百万円等があったことによるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

(注２) 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(注４) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としていま

す。 

(注５) 平成19年４月期、平成20年２月期及び平成21年２月中間期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びイン

タレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

  

当社は、財政状態並びに将来の事業展開に向けた内部留保資金とのバランスを考慮した上で、業績に

応じた配当を実施することを基本方針としております。ただし、遺憾ながら現時点におきましては繰越

損失を余儀なくされており、このような状況から、当期におきましては無配とさせていただく所存であ

ります。 

事業再建を推進することで業績の改善を図り、配当原資を確保していくことにより、早期の復配を目

指してまいります。 

  

平成18年４月期 平成19年４月期 平成20年２月期
平成21年２月

中間期

自己資本比率 37.2 5.5 △21.3 △48.3

時価ベースの自己資本比率 124.2 93.3 100.1 30.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

5.1 ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

20.6 ─ ─ ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

㈱リンク・ワン(2403)平成21年２月期中間決算短信
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当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を下記のとおり記

載します。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生

した場合の対応に 大限の努力をする所存であります。 

文中における将来に関する事項は本資料作成日現在において判断したものであり、事業等のリスクは

これらに限られるものではありません。 

  

① 原材料価格の高騰や消費者の嗜好の変化に関するリスク 

原材料価格の高騰や消費者の嗜好の変化、および景気動向の変化などが、当社グループの保有する直

営店舗の業績に影響を与えるおそれがあります。また、当社が保有するフランチャイズ業態に影響を与

えた場合、フランチャイズ本部としてエリアパートナー様や加盟企業様の支援・指導を行う必要があり

ますため、当社の業績に影響を与えるおそれがあります。 

  

② 訴訟に関するリスク 

現在直面している訴訟の結果が、業績に影響を及ぼす可能性があります。訴訟の内容、裁判の進捗状

況、および今後の見通しは以下のとおりであります。 

１ 訴訟の内容及び損害賠償請求金額 

a) 訴訟の内容 

当社の展開するスープカレー「心」の地域本部である株式会社ウェブが、過去に当社に支払った

スープカレー「心」のフランチャイズ権利金について返還を求めるとともに、店舗の営業損失や開

店費用等の損害賠償を請求するものであります。 

b) 損害賠償請求金額 

１億9,842万80円 

  

２ 裁判の進捗状況 

当社は、平成19年11月15日付で、大分地方裁判所日田支部（訴状送達日：平成19年12月６日）にお

いて訴訟の提起を受けました。その後、当社より、契約書に基づく合意管轄裁判所である東京地方裁

判所への移送の申立てを行い、これが認められました。 

平成20年８月29日に東京地方裁判所にて第４回の口頭弁論が開かれましたが、現段階は、主張のや

り取りを行うに過ぎない段階であり、裁判について大きな進捗はございません。 

  

３ 今後の見通し 

当件は、フランチャイズ店舗の収益シミュレーション等について、当社が株式会社ウェブに対して

信義則上の義務に違反したのではないか等として損害賠償請求を受けたものでありますが、当社とし

ましては、株式会社ウェブに対して利益を保証する等の書面は存在しておらず、かつフランチャイズ

本部としてこれまで十分な活動を行ってきており、かかる義務違反は無いと認識しております。 

そのため、当社としては原告の請求に応ずる義務はないと考えており、今後裁判で当社の正当性を

主張していく予定であります。 

なお、本訴訟の結果を現時点で予測することは困難であります。 

  

(4) 事業等のリスク
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③ 上場維持について 

当社グループは、連結ベースで平成19年４月期に571百万円、平成20年２月期に469百万円と継続的

に営業損失を計上するとともに、平成19年４月期に810百万円、平成20年２月期に465百万円とマイナ

スの営業キャッシュフローを計上いたしました。また、当中間連結会計期間においても196百万円の

営業損失を計上し、連結純資産は△627百万円となり、債務超過となっております。 

当該状況の解消に向けて、当社グループでは平成20年９月25日付で開示いたしました「株式会社リ

ンク・ワン 事業再生方針書」に基づく事業再建を推進することで収益力の改善に努めるとともに、

資金調達による自己資本の充実についても検討を進めておりますが、計画の進捗が遅延し平成21年２

月期末時点において債務超過解消が実現しなかった場合、東証マザーズ市場の上場廃止基準への抵触

により当社株式が上場廃止となる可能性があり、株価および株式の市場流動性について重要な疑義が

生じるおそれがあります。 

なお、親会社であったTRNコーポレーション株式会社より、当社の上場維持を前提とした債務超過

解消について、全面的に協力ならびに支援することの了解を得ておりましたが、平成20年８月20日付

で同社が当社株式を譲渡したことにより、同社は当社の親会社から除外されております。 

当社としましては、前述のとおり、事業再建計画を遂行し業績の改善に努めるとともに、自己資本

の更なる充実に向けた資金調達についても引続き検討を進めることで、債務超過を解消し、今後も東

京証券取引所での上場を維持する所存であります。 

  

また、当社株式は、平成20年８月時点において月間上場平均時価総額および月末上場時価総額が５

億円未満となったため、当該月末から９か月（事業の現状、今後の展開、事業計画の改善その他当取

引所が必要と認める事項を記載した書面を３か月以内に取引所に提出しない場合にあっては、３か

月）以内に時価総額が５億円以上とならない場合には、上場廃止となります。 

 当社といたしましては、３ヶ月の間に、東京証券取引所へ「事業の現状、今後の展開、事業計画の

改善その他東京証券取引所が必要と認める事項を記載した書面」を提出し、開示する予定であり、今

後とも東京証券取引所での上場を維持することができるよう時価総額の向上に努める所存でありま

す。 
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当社グループは、当社及び連結子会社３社（株式会社エフ・アンド・エフマネジメント、おたるコーポ

レーション株式会社、TCLO投資事業組合）で構成されております。 

なお、親会社でありましたTRNコーポレーション株式会社および株式会社ハークスレイにつきまして

は、平成20年８月20日付でTRNコーポレーション株式会社が当社株式の一部を譲渡したことにより、当中

間連結会計期間において両社は当社の親会社から除外されております。 

また、株式会社ジースタイラスにつきましては、当中間連結会計期間におきまして持分法適用関連会社

から除外されております。 

  

当社の連結子会社である「おたるコーポレーション株式会社」は平成20年10月17日現在において41店舗

の“おたる寿し”の店舗運営を受託しており、今後の当社グループの連結業績への貢献を目指しておりま

す。「おたるコーポレーション株式会社」の平成21年２月期の売上高は約42億円を予想しております。 

  

当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。 

  

 

２ 企業集団の状況
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当社グループは、「成長機会提供業」を経営理念に掲げ、顧客企業の事業拡大を支援するとともに社

員自らが成長することをもって社会の発展に貢献することを使命として事業を展開しております。ま

た、これらの基本方針に基づいた事業活動を追求し続けることが、顧客企業の価値の増大に貢献すると

ともに、産業の活性化を促し、あわせて当社の企業価値を高めていくことになると考えております。 

  

当社グループが事業を継続・発展し、企業価値を高めていくためには、適正な利益を確保していくこ

とが必要であります。そのためには、当社グループにおきましては、売上高の増加と適正利益の追求を

目指しており、売上高経常利益率の向上を目標とした経営を行っております。 

  

当社グループは平成20年９月25日付で開示いたしました「株式会社リンク・ワン 事業再生方針書」

に基づく事業再建を推進することで収益力の改善に努めております。 

  

事業再建計画の骨子は、以下のとおりであります。 

①抜本的なコスト削減活動の推進 

当中間連結会計期間におきまして、外注費・媒体費・採用費などの経費削減を進めてまいりました

が、今後も早期黒字化に向けて、本社移転による地代家賃の削減・IT関連費用の削減・労務費の改善

など、抜本的なコスト削減活動を更に推進してまいります。 

  

②事業の選択と集中 

当中間連結会計期間におきまして、不採算事業（教育コンサルティング事業・人材採用支援事業）

から撤退するとともに、不採算直営店舗の閉店処理についても完了し、経営資源をプロ店長事業と直

営店舗運営事業へと集中いたしました。今後は、プロ店長事業と直営店舗運営事業を通じて養成され

た当社の人材を活用し、後述の「企業再生事業」を当社の中核事業として進化させてまいります。 

  

③企業再生事業の展開 

企業再生事業とはプロ店長事業を進化させた事業であり、当社のプロ店長をチームとして投資先企

業の複数店舗へ派遣することで、投資先の企業価値を向上し、当社への利益還元を目指す事業です。

まずは、企業再生事業の第一弾として、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” の売上向上を支援することを通じて、収益拡大を目指しておりま

す。 

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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①グループ会社との相乗効果の創出 

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」をはじめとするグループ各社との間

で、人材やナレッジの交流を促進することにより、グループとしての収益性向上を目指してまいりま

す。 

  

②財務体質の改善 

当社グループは当中間連結会計期間において、債務超過となっております。当該状況の解消および

機動的な企業経営の実現に向けた資金確保について現在検討を進めております。 

  

③内部管理体制の強化 

近年の外食業界においては食の安全性に関する問題等が頻発しておりますが、当社としても内部管

理体制を強化し、リスクの把握・コントロール機能の向上に努めてまいります。 

  

  

(4) 会社の対処すべき課題
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４ 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
(平成19年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29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 1,062,762 455,391 733,802

 ２ 受取手形及び売掛金 109,116 62,779 82,763

 ３ たな卸資産 35,867 39,898 42,847

 ４ 短期貸付金 127,897 ─ 120,426

 ５ 未収入金 453,539 403,300 294,247

 ６ その他 69,816 38,885 40,608

 ７ 貸倒引当金 △11,834 △32,845 △42,451

   流動資産合計 1,847,164 77.2 967,408 72.4 1,272,244 73.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 150,774 91,761 109,293

  (2) その他 37,382 26,539 24,574

   有形固定資産合計 188,157 7.9 118,301 8.8 133,868 7.7

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 3,650 ─ ─

  (2) その他 7,075 375 525

   無形固定資産合計 10,725 0.5 375 0.0 525 0.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 10,012 10,750 8,500

  (2) 長期前払費用 8,536 1,304 2,978

  (3) 敷金・保証金 319,181 236,713 305,931

  (4) その他 107,349 2,057 6,404

  (5) 貸倒引当金 △99,700 ─ ─

   投資その他の資産 
   合計

345,379 14.4 250,825 18.8 323,814 18.8

   固定資産合計 544,262 22.8 369,501 27.6 458,207 26.5

   資産合計 2,391,427 100.0 1,336,910 100.0 1,730,452 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成19年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29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 支払手形及び買掛金 256,252 329,751 206,152

 ２ 短期借入金 100,000 100,000 100,000

 ３ 一年以内償還予定 
   社債

33,400 33,200 33,400

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金

452,392 305,360 441,192

 ５ 未払金 280,058 312,439 148,839

 ６ 未払費用 72,207 76,487 144,333

 ７ 未払法人税等 8,151 11,220 16,633

 ８ 前受金 54,907 51,181 ─

 ９ 店舗撤退損失引当金 ─ ─ 27,817

 10 事業改革損失引当金 ─ 20,000 ─

 11 本社移転費用引当金 ─ 13,000 ─

 12 その他 69,204 56,288 127,772

   流動負債合計 1,326,574 55.5 1,308,928 97.9 1,246,140 72.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 583,200 550,000 566,500

 ２ 長期借入金 341,456 64,200 203,152

 ３ 負ののれん ─ 3,481 1,904

 ４ その他 51,158 38,244 37,994

   固定負債合計 975,814 40.8 655,925 49.1 809,551 46.8

   負債合計 2,302,388 96.3 1,964,854 147.0 2,055,692 118.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,361,076 56.9 1,361,076 101.8 1,361,076 78.6

 ２ 資本剰余金 1,259,076 52.7 1,259,076 94.2 1,259,076 72.8

 ３ 利益剰余金 △2,579,511 △107.9 △3,266,425 △244.3 △2,989,229 △172.7

   株主資本合計 40,641 1.7 △646,272 △48.3 △369,076 △21.3

Ⅱ 少数株主持分 48,396 2.0 18,328 1.3 43,837 2.5

   純資産合計 89,038 3.7 △627,943 △47.0 △325,239 △18.8

   負債・純資産合計 2,391,427 100.0 1,336,910 100.0 1,730,452 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29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 1,227,049 100.0 2,703,674 100.0 2,915,266 100.0

Ⅱ 売上原価 1,161,819 94.7 2,735,379 101.2 3,041,722 104.3

  売上総利益 
  (売上総損失△)

65,229 5.3 △31,705 △1.2 △126,455 △4.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 277,791 22.6 165,146 6.1 342,840 11.8

  営業損失 212,561 △17.3 196,852 △7.3 469,295 △16.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び 
   受取配当金

2,609 1,689 5,277

 ２ その他 980 3,589 0.3 3,427 5,117 0.2 6,239 11,516 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 8,295 4,868 13,187

 ２ 持分法による 
   投資損失

6,304 ― 6,509

 ３ 消費税等調整差額 ─ 14,926 ─

 ４ その他 369 14,969 1.2 558 20,352 0.7 4,846 24,543 0.8

  経常損失 223,941 △18.3 212,087 △7.8 482,322 △16.5

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 111,794 2,000 111,794

 ２ 貸倒引当金戻入 5,905 8,166 ─

 ３ 契約解除返戻金 21,000 2,895 21,000

 ４ 店舗撤退損失引当金 
   戻入益

─ 16,330 ─

 ５ その他 16 138,716 11.3 7,304 36,696 1.4 8,423 141,218 4.8

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ ― 27,351 89,308

 ２ 本社移転費用 ― 13,000 ─

 ３ 事業改革損失 ― 60,000 ─

 ４ 店舗撤退損失 6,005 ─ 71,712

 ５ 投資有価証券評価損 9,067 ─ 9,067

 ６ その他 ― 15,072 1.2 6,638 106,989 4.0 ─ 170,087 5.8

 税金等調整前中間(当期) 
 純損失

100,297 △8.2 282,380 △10.4 511,192 △17.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

6,695 6,407 12,515

   法人税等還付金 △7,852 △1,157 △0.1 △2,281 4,125 0.2 △10,289 2,226 0.1

  少数株主損失 762 0.1 5,084 0.2 5,322 0.2

  中間(当期)純損失 98,378 △8.0 281,421 △10.4 508,096 △17.4
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前中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

  

 
  

当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

  

 
  

前連結会計年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年２月29日） 

  

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年４月30日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 △2,481,132 139,020 8,258 147,278

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 ― ― △98,378 △98,378 ― △98,378

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額(純額)
― ― ― ― 40,138 40,138

中間連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
― ― △98,378 △98,378 40,138 △58,239

平成19年10月31日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 △2,579,511 40,641 48,396 89,038

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成20年２月29日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 △2,989,229 △369,076 43,837 △325,239

中間連結会計期間中の変動額

 中間純損失 ― ― △281,421 △281,421 ― △281,421

 持分法適用会社の減少に伴う 

 剰余金増加高
― ― 4,226 4,226 ― 4,226

株主資本以外の項目の中間連結 

会計期間中の変動額(純額)
― ― ― ― △25,508 △25,508

中間連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
― ― △277,195 △277,195 △25,508 △302,704

平成20年８月31日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 △3,266,425 △646,272 18,328 △627,943

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年４月30日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 △ 2,481,132 139,020 8,258 147,278

連結会計年度中の変動額

 当期純損失 ─ ─ △508,096 △508,096 ─ △508,096

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額(純額)
─ ─ ─ ─ 35,578 35,578

連結会計年度中の変動額合計 

(千円)
─ ─ △508,096 △508,096 35,578 △472,518

平成20年２月29日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 △2,989,229 △369,076 43,837 △325,239
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日 
  至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前中間(当期)純損失 △100,297 △282,380 △511,192

   減価償却費 19,200 14,845 34,003

   のれん償却額 3,289 ― ―

   貸倒引当金の減少額 △5,905 △9,605 △74,108

   受取利息及び受取配当金 △2,609 △1,689 △5,277

   支払利息 8,295 4,868 13,187

   持分法による投資損失 6,304 ― 6,509

   固定資産除却損 ― 1,185 ─

   減損損失 ― 27,351 89,308

   店舗撤退損失 6,005 ― 71,712

   投資有価証券評価損 9,067 ― 9,067

   固定資産売却益 ― △1,500 △3,036

   投資有価証券売却益 △111,794 △2,000 △111,794

   契約解除返戻金 △21,000 ― △21,000

   売上債権の増減額(△増加) 15,401 △75,711 40,347

   たな卸資産の増減額(△増加) 5,136 2,949 △1,843

   前払費用の増減額(△増加) △12,657 4,362 9,236

   仕入債務の増減額(△減少) △30,979 123,599 △81,079

   未払金の増減額(△減少) △53,612 175,685 △218,250

   未払費用の増減額(△減少) 1,143 △67,827 72,134

   未払消費税等の増減額(△減少) 3,670 △7,379 21,095

   前受金の減少額 △42,149 △6,290 △39,585

   その他 17,914 △3,620 227,928

    小計 △285,577 △103,157 △472,637

   利息及び配当金の受取額 2,609 1,689 5,277

   利息の支払額 △8,137 △5,021 △13,122

   契約解除返戻金による収入 21,000 ─ 21,000

   法人税等の支払額 △13,101 △14,246 △19,354

   法人税等の還付金 7,852 2,281 13,594

   営業活動によるキャッシュ・フロー △275,354 △118,454 △465,242
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前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日 
  至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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 △99,889 △22,037 △135,834

   無形固定資産の取得による支出 △2,000 ─ ─

   有形固定資産の売却による収入 82,821 1,500 82,821

   投資有価証券の売却による収入 31,600 2,000 33,112

   新規連結子会社株式の取得による 
   支出

△27,544 ─ △27,544

   関係会社株式の売却による収入 138,700 550 138,700

   関係会社株式の取得による支出 ― △10,000 ─

   貸付による支出 △308,000 ─ △308,000

   貸付金の回収による収入 196,081 121,319 199,953

   敷金・保証金への支出 △53,758 △12,812 △54,164

   敷金・保証金の解約による収入 6,032 80,229 72,177

   リース解約による支出 △46,556 △8,085 △46,556

   その他 △5,988 △40,142 △16,035

   投資活動によるキャッシュ・フロー △88,502 112,521 △61,370

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入金の返済による支出 △233,596 △274,784 △383,100

   社債の償還による支出 △16,700 △16,700 △33,400

   配当金の支払額 △261 △81 △261

   少数株主からの払込による収入 30,000 ― 30,000

   その他 △1,625 ― △1,625

   財務活動によるキャッシュ・フロー △222,182 △291,565 △388,386

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 
  増加額(△減少)

△586,039 △297,498 △914,999

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,548,801 633,802 1,548,801

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 962,762 336,304 633,802
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

 当社グループは、前連結会計年度

に571,135千円、当中間連結会計期

間に212,561千円と継続的に営業損

失を計上するとともに、前連結会計

年度に810,533千円、当中間連結会

計期間に275,354千円とマイナスの

営業キャッシュフローを計上した結

果、資本の欠損が生じております。
 これにより、当社グループには継
続企業の前提に関する重要な疑義が
存在しております。
 当社グループは、当該状況を解消

すべく、平成19年４月９日に第三者

割当増資を実行し、財務体質の強化

を図りました。また、経営体質の改

善を図るため「新中期経営計画」等

を策定し実現に向けて努力しており

ます。「新中期経営計画」におきま

しては、当社グループは「人材関連

サービスを中心とした外食支援企

業」を目指すことを標榜し、業績改

善に向けた事業の再構築を積極的に

推進しております。また、「新中期

経営計画」の達成に向けて、当社グ

ループは親会社となったTRNコーポ

レーション株式会社との間での業務

提携についても積極的に推進してお

ります。同社との間における主たる

業務提携の内容、及び事業再構築の

進展状況は下記のとおりです。

①飲食店向け人材関連事業の拡大に
向けた協業
 TRNグループは、業務委託型店舗

をはじめとして600店舗を超える飲

食店を管理するとともに、多数の飲

食店の出退店情報を保有しておりま

す。当社グループでは、TRNグルー

プの顧客構造や出退店情報を活用す

ることにより、プロ店長派遣・教育

コンサルティング・人材紹介などの

人材関連サービスの事業拡大を目指

してまいります。

 当社グループは、連結ベースで平

成19年４月期に571百万円、平成20

年２月期に469百万円と継続的に営

業損失を計上するとともに、平成19

年４月期に810百万円、平成20年２

月期に465百万円とマイナスの営業

キャッシュフローを計上いたしまし

た。また、当中間連結会計期間にお

いても196百万円の営業損失を計上

し、連結純資産は△627百万円とな

り、債務超過となっております。 

 これにより、当社グループには継

続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。 

 当該状況の解消に向けて、当社グ

ループでは平成20年９月25日付で開

示いたしました「株式会社リンク・

ワン 事業再生方針書」に基づく事

業再建を推進することで収益力の改

善に努めるとともに、資金調達によ

る自己資本の充実についても検討を

進めております。 

 事業再建計画の骨子は、以下のと

おりであります。

①抜本的なコスト削減活動の推進
 当中間連結会計期間におきまし

て、外注費・媒体費・採用費などの

経費削減を進めてまいりましたが、

今後も早期黒字化に向けて、本社移

転による地代家賃の削減・IT関連費

用の削減・労務費の改善など、抜本

的なコスト削減活動を更に推進して

まいります。 

②事業の選択と集中

 当中間連結会計期間におきまし

て、不採算事業（教育コンサルティ

ング事業・人材採用支援事業）から

撤退するとともに、不採算直営店舗

の閉店処理についても完了し、経営

資源をプロ店長事業と直営店舗運営

事業へと集中いたしました。今後

は、プロ店長事業と直営店舗運営事

業を通じて養成された当社の人材を

活用し、後述の「企業再生事業」を

当社の中核事業として進化させてま

いります。

 当社グループは、前連結会計年度

に571,135千円、当連結会計年度に

469,295千円と継続的に営業損失を

計上するとともに、前連結会計年度

に810,533千円、当連結会計年度に

465,242千円とマイナスの営業キャ

ッシュフローを計上した結果、債務

超過となっております。 

 これにより、当社グループには継

続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消

すべく、平成20年３月７日付で親会

社であるTRNコーポレーション株式

会社の前代表取締役社長の長谷部修

を当社の代表取締役社長とし、『事

業の選択と集中』を基本コンセプト

とした事業再建計画を策定しており

ます。 

 事業再建計画の骨子は、以下のと

おりであります。

①不採算直営店舗の早期撤退
 当連結会計年度において、プロ店

長の育成のための研修店舗およびフ

ランチャイズ業態の改善のための旗

艦店舗を除く直営店舗の撤退を進め

てまいりましたが、その早期完了を

図るため、新たに６店舗について当

連結会計年度中に解約処理を行い、

直営店舗運営事業の収益改善を目指

しております。 

②人材派遣事業への経営資源の集中
 教育コンサルティング事業や人材

紹介事業、および撤退する直営店舗

の人材を人材派遣事業へと異動し、

プロ店長人材として活用するなど、

人材派遣ビジネスへと経営資源を集

中いたします。 

 また、今後は、当社およびTRNグ

ループのお取引先をはじめとする外

食業界のお客様に対し、質の高い店

舗スタッフを派遣する「スタッフ派

遣サービス」についても拡大してま

いります。
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前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

②直営店舗の撤退に向けた協業
 当社グループが推進している事業

の再構築の一環として、フランチャ

イズ業態の旗艦店舗と、プロ店長の

研修店舗を除く直営店舗について

は、TRNグループを通じて売却を進

めております。当中間期におきまし

ても、計６店舗をTRNコーポレーシ

ョン株式会社の100％子会社である

店舗流通ネット株式会社へと売却い

たしました。

③フランチャイズ本部の機能補完に
関する協業
 TRNグループは繁盛業態の開発・

運営及び多店舗展開を行っており、

当社のフランチャイズ本部事業との

高いシナジーが見込めます。店舗開

発、商品開発などの機能の共有や、

繁盛業態の共同展開などにより、当

該事業における収益拡大を目指して

まいります。

 以上のように、当社グループは

TRNコーポレーション株式会社との

提携関係を強化するとともに、人材

関連事業へと経営資源を集中するな

どの事業の再構築を推進し、収益性

の改善に努めております。

 従いまして、中間連結財務諸表は

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

中間連結財務諸表には反映しており

ません。

③企業再生事業の展開
 企業再生事業とはプロ店長事業を

進化させた事業であり、当社のプロ

店長をチームとして投資先企業の複

数店舗へ派遣することで、投資先の

企業価値を向上し、当社への利益還

元を目指す事業です。 

 まずは、企業再生事業の第一弾と

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” の売上向上

を支援することを通じて、収益拡大

を目指しております。

 以上のように、当社グループは、

新たなる再建計画のもとで収益力の

改善に努めております。 

 従いまして、中間連結財務諸表は

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

中間連結財務諸表には反映しており

ません。

③フランチャイズ業態の改善
 TRNグループの保有する商品開発

や店舗開発に関するノウハウを更に

活用し、メニューの見直しや店舗オ

ペレーションの改善等を推進し、既

存店の改善を進めてまいります。

④債務超過の解消に向けた資金確保
 当社の再建に向けた資金調達につ

いて、TRNコーポレーション株式会

社が積極的に支援をすることの了解

を得ております。また、当社の上場

維持を前提とした債務超過解消につ

いて、TRNコーポレーション株式会

社が全面的に協力ならびに支援をす

ることの了解も得ております。

 以上のように、当社グループは、

TRNコーポレーション株式会社との

提携関係を強化するとともに、新た

なる再建計画を策定し、収益力の改

善に努めております。 

 従いまして、連結財務諸表は継続

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連結

財務諸表には反映しておりません。
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(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１ 連結の範囲に関

する事項

 子会社は、全て連結してお

ります。

連結子会社の数 ３社

連結子会社名

 ㈱エフ・アンド・エフマネ

ジメント

 TCLO投資事業組合

 おたるコーポレーション㈱

 なお、当中間連結会計期間

より、TCLO投資事業組合、お

たるコーポレーション㈱を新

たに連結子会社に含めており

ます。

 子会社は、全て連結してお

ります。

連結子会社の数 ３社

連結子会社名

 ㈱エフ・アンド・エフマネ

ジメント

 TCLO投資事業組合

 おたるコーポレーション㈱

 子会社は、全て連結してお

ります。

連結子会社の数 ３社

連結子会社名

 ㈱エフ・アンド・エフマネ

ジメント

 TCLO投資事業組合

 おたるコーポレーション㈱

 なお、当連結会計年度よ

り、TCLO投資事業組合及びお

たるコーポレーション㈱を新

たに連結子会社に含めており

ます。

２ 持分法の適用に

関する事項

(1) 関連会社は、全て持分法

を適用しております。

 持分法を適用した関連会社

数 １社

 関連会社名

 ㈱ジースタイラス

  なお、㈱セイインターナ

ショナル、㈱Huge、㈱トラ

ンシスについては、当中間

連結会計期間に株式を売却

したことから、持分法適用

関連会社から除外しており

ます。

(1) 前中間連結会計期間にお

いて持分法適用関連会社で

ありました㈱ジースタイラ

スは、当中間連結会計期間

に株式を売却したことか

ら、持分法適用関連会社か

ら除外しております。

(1) 関連会社は、全て持分法

を適用しております。

 持分法を適用した関連会社

数 １社

 関連会社名

 ㈱ジースタイラス

  なお、㈱セイインターナ

ショナル、㈱Huge、㈱トラ

ンシスについては、当連結

会計年度に株式を売却した

ことから、持分法適用の関

係会社から除外しておりま

す。

(2) 持分法適用会社のうち、

中間決算日が中間連結決算

日と異なる会社について

は、中間連結決算日現在で

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)   ───── (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 連結子会社の中

間決算日(決算

日)に関する事

項

  連結子会社のうち、㈱エ

フ・アンド・エフマネジメ

ントの中間決算日は12月31

日であります。 

 中間連結財務諸表の作成

にあたっては、中間連結決

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。

同左   連結子会社である、㈱エ

フ・アンド・エフマネジメ

ントの決算日は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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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29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 ①有価証券 ①有価証券

 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

  

 

 なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（金融商品取引法

第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によってお

ります。

 時価のないもの

同左

②たな卸資産

 商品  個別法 

材料    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

 商品・仕掛品 

 総平均法による原価法 

材料 

 終仕入原価法 

 ただし、連結子会社は総

平均法による原価法。 

貯蔵品 

 総平均法による原価法 

 ただし、連結子会社は

終仕入原価法。

②たな卸資産

  材料     終仕入原価法 

貯蔵品   総平均法による 

       原価法

 (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  ２～18年

（会計方針の変更）

 当社及び連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当中間

連結会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産については、改正後

の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

 当該変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。

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  ２～10年

①有形固定資産
同左

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（会計方針の変更）

 当社及び連結子会社は、法

人税法の改正に伴い、当連結

会計年度より、平成19年４月

１日以降に取得した有形固定

資産については、改正後の法

人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。

 当該変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

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

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

③長期前払費用

同左

 (3) 重要な引当金

の計上基準

①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。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

②   ───── ②店舗撤退損失引当金 

 店舗の撤退に伴い負担す

ることとなる損失に備える

ため、当該損失発生見込額

を計上しております。 

（追加情報） 

 当連結会計年度に直営店

舗の閉鎖が決定し、店舗閉

鎖に伴う損失が多額に発生

することが見込まれること

から、当連結会計年度にお

いて店舗閉鎖の意思決定時

に、閉鎖時に合理的に見込

まれる損失額を店舗撤退損

失引当金として計上してお

ります。 

 この結果、税金等調整前

当期純損失が27,817千円多

く計上されております。

③事業改革損失引当金 

 事業構造改革の実施に伴

い、今後発生が見込まれる

費用について合理的に見積

もられる金額を事業改革損

失引当金として計上してお

ります。その内容は事業再

建の加速と早期黒字化を達

成するために、事業改革の

一環としてフランチャイズ

本部事業の立て直しに要す

る費用であります。 
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

④本社移転費用引当金 

 当社の本社移転に伴い、

将来発生が見込まれる原状

回復費用等の移転関連費用

について、合理的な見積額

を計上しております。

 (4) 重要なリース 

  取引の方法

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) 重要なヘッジ 

  取引の方法

①ヘッジ会計の方法 ①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

ついては特例処理を行って

おります。

同左 同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

 (ヘッジ手段) 同左 同左

金利スワップ取引

 (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。

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、かつ相場変動又

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

同左

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (6) その他中間連

結 財 務 諸 表

(連結財務諸

表)作成のた

めの重要な事

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

５ 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書（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 同左
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(表示方法の変更)

前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

（中間連結貸借対照表）

 前中間連結会計期間において流動資産の「その他」
に含めて表示しておりました「未収入金」(前中間連結
会計期間 34,813千円)については、資産総額の100分
の５超となったため、当中間連結会計期間より区分掲
記しております。 

（中間連結貸借対照表）

前中間連結会計期間において区分掲記しておりまし
た「短期貸付金」(当中間連結会計期間 2,680千円)に
ついては、当中間連結会計期間末において資産総額の
100分の５以下となったため、流動資産の「その他」に
含めて表示しております。 

(追加情報)

前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

───── （訴訟の提起について）
１ 訴訟の内容及び損害賠償請求金
額
(1) 訴訟の内容
 当社の展開するスープカレー
「心」の地域本部である株式会
社ウェブが、過去に当社に支払
ったスープカレー「心」のフラ
ンチャイズ権利金について返還
を求めるとともに、店舗の営業
損失や開店費用等の損害賠償を
請求するものであります。

(2) 損害賠償請求金額
１億9,842万80円 
 

２ 裁判の進捗状況
 当社は、平成19年11月15日付
で、大分地方裁判所日田支部（訴
状送達日：平成19年12月６日）に
おいて訴訟の提起を受けました。
その後、当社より、契約書に基づ
く合意管轄裁判所である東京地方
裁判所への移送の申立てを行い、
これが認められました。 
 平成20年８月29日に東京地方裁
判所にて第４回の口頭弁論が開か
れましたが、現段階は、主張のや
り取りを行うに過ぎない段階であ
り、裁判について大きな進捗はご
ざいません。 
 

３ 今後の見通し
 当件は、フランチャイズ店舗の
収益シミュレーション等につい
て、当社が株式会社ウェブに対し
て信義則上の義務に違反したので
はないか等として損害賠償請求を
受けたものでありますが、当社と
しましては、株式会社ウェブに対
して利益を保証する等の書面は存
在しておらず、かつフランチャイ
ズ本部としてこれまで十分な活動
を行ってきており、かかる義務違
反は無いと認識しております。 
 そのため、当社としては原告の
請求に応ずる義務はないと考えて
おり、今後裁判で当社の正当性を
主張していく予定であります。 
 なお、本訴訟の結果を現時点で
予測することは困難であります。

（訴訟の提起について）
１ 訴訟の内容及び損害賠償請求金
額
(1) 訴訟の内容 
 当社の展開するスープカレー
「心」の地域本部である株式会
社ウェブが、過去に当社に支払
ったスープカレー「心」のフラ
ンチャイズ権利金について返還
を求めるとともに、店舗の営業
損失や開店費用等の損害賠償を
請求するものであります。

(2) 損害賠償請求金額 
１億9,842万80円 
 

２ 裁判の進捗状況
当社は、平成19年11月15日付

で、大分地方裁判所日田支部（訴
状送達日：平成19年12月６日）に
おいて訴訟の提起を受けました。
その後、当社より、契約書に基づ
く合意管轄裁判所である東京地方
裁判所への移送の申立てを行った
ところ、これが認められ、平成20
年4月22日に東京地方裁判所にて
第１回の口頭弁論が開かれまし
た。 
 現段階は、主張のやり取りを行
うに過ぎない段階であり、裁判に
ついて大きな進捗はございませ
ん。 
 

３ 今後の見通し
当件は、フランチャイズ店舗の

収益シミュレーション等につい
て、当社が株式会社ウェブに対し
て信義則上の義務に違反したので
はないか等として損害賠償請求を
受けたものでありますが、当社と
しましては、株式会社ウェブに対
して利益を保証する等の書面は存
在しておらず、かつフランチャイ
ズ本部としてこれまで十分な活動
を行ってきており、かかる義務違
反は無いと認識しております。 
 そのため、当社としては原告の
請求に応ずる義務はないと考えて
おり、今後裁判で当社の正当性を
主張していく予定であります。 
 なお、本訴訟の結果を現時点で
予測することは困難であります。 
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末
(平成19年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

62,893千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

79,348千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

68,701千円

 

※２ 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。）

※２ 担保資産

同左

※２ 担保資産

同左

(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間 
(自 平成19年５月１日 
  至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日 
  至 平成20年８月31日)

前連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
  至 平成20年２月29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

880千円

役員報酬 29,604千円

従業員給与 52,051千円

旅費交通費 3,852千円

地代家賃 19,847千円

減価償却費 1,398千円

報酬 28,284千円

 

※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。

役員報酬 40,914千円

従業員給与 22,054千円

旅費交通費 2,285千円

地代家賃 18,348千円

減価償却費 2,130千円

報酬 22,432千円

※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

26,329千円

役員報酬 53,458千円

従業員給与 45,519千円

地代家賃 31,360千円

減価償却費 2,492千円

報酬 50,177千円

※２ 減損損失
─────

 

※２ 減損損失
 当連結会計年度において、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)

当社
共用資

産
建物、工具器具 11,666

大阪府 事業所建物、工具器具 13,968

㈱エフ・ア

ンド・エフ

マネジメン

ト

─ のれん 1,716

合計 27,351

 当社グループは、キャッシ

ュ・フローを生み出す 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、共用資産については、本

社を含むより大きな単位でグル

ーピングしております。また、

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。 

 

 

※２ 減損損失
 当連結会計年度において、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)

東京都 店舗
建物、リース資

産等
7,757

新潟県 店舗 建物、工具器具 20,987

愛知県 店舗 建物、工具器具 36,742

岐阜県 店舗 建物、工具器具 11,882

当社

人材採

用支援

事業

ソフトウエア、

リース資産
7,706

㈱エフ・ア

ンド・エフ

マネジメン

ト

─ のれん 4,232

合計 89,308

 当社グループは、キャッシ

ュ・フローを生み出す 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。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成19年５月１日 
  至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日 
  至 平成20年８月31日)

前連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
  至 平成20年２月29日)

 その結果、本社の移転及び事

業所の閉鎖に伴い処分を予定し

ている資産につきまして、減損

損失（25,634千円）として特別

損失に計上しております。 

 減損損失の主な内訳は、建物

21,285千円、工具器具4,349千

円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額

は正味売却価額または使用価値

により算定しており、正味売却

額は売却事例等を勘案した合理

的見積もりにより評価し、売却

や他への転用が困難な資産は０

円としております。また使用価

値については将来キャッシュ・

フローを７％で割り引いて算定

しております。 

 また、一部の連結子会社に係

るのれんについて、株式取得時

に検討した事業計画において当

初想定していた超過収益力が見

込めなくなったことから、未償

却残高を減損損失（1,716千

円）として特別損失に計上しま

した。

 その結果、営業活動から生じ

る損益が継続してマイナスであ

る店舗等について、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（85,076千

円）として特別損失に計上して

おります。 

 減損損失の主な内訳は、建物

65,588千円、工具器具8,915千

円、長期前払費用2,496千円、

リース資産2,700千円、ソフト

ウエア5,375千円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額

は正味売却価額または使用価値

により算定しており、正味売却

額は売却事例等を勘案した合理

的見積もりにより評価し、売却

や他への転用が困難な資産は０

円としております。また使用価

値については将来キャッシュ・

フローを７％で割り引いて算定

しております。 

 また、一部の連結子会社に係

るのれんについて、株式取得時

に検討した事業計画において当

初想定していた超過収益力が見

込めなくなったことから、未償

却残高を減損損失（4,232千

円）として特別損失に計上しま

した。
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前中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  新株予約権の減少は、権利の消滅によるものであります。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 17,679 ― ― 17,679

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末

残高 
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

平成16年２月18日臨
時株主総会特別決議

普通株式 200 ― ― 200 ―

平成16年５月24日臨
時株主総会特別決議

普通株式 272 ― 94 178 ―

平成17年７月28日定
時株主総会特別決議

普通株式 1,147 ― 438 709 ―

平成17年７月28日定
時株主総会特別決議

普通株式 86 ― ― 86 ―

平成21年11月30日満
期第１回無担保転換
社債型新株予約権付
社債

普通株式 653 ― ― 653 550,000

合計 2,358 ― 532 1,826 550,000
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当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
  

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

新株予約権の減少は、権利消滅によるものです。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 17,679 ― ― 17,679

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当中間連結
会計期間末

残高 
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社

平成16年２月18日臨
時株主総会特別決議

普通株式 200 ─ 200 ─ ─

平成16年５月24日臨
時株主総会特別決議

普通株式 178 ─ 166 12 ─

平成17年７月28日定
時株主総会特別決議

普通株式 704 ─ 662 42 ─

平成17年７月28日定
時株主総会特別決議

普通株式 86 ─ ─ 86 ─

平成21年11月30日満
期第１回無担保転換
社債型新株予約権付
社債

普通株式 653 ─ ─ 653 550,000

合計 1,821 ─ 1,028 793 550,000
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前連結会計年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年２月29日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  新株予約権の減少は、権利の消滅によるものであります。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,679 ─ ─ 17,679

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当連結
会計年度末

残高 
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社

平成16年２月18日臨
時株主総会特別決議

普通株式 200 ─ ─ 200 ─

平成16年５月24日臨
時株主総会特別決議

普通株式 272 ─ 94 178 ─

平成17年７月28日定
時株主総会特別決議

普通株式 1,147 ─ 443 704 ─

平成17年７月28日定
時株主総会特別決議

普通株式 86 ─ ─ 86 ─

平成21年11月30日満
期第１回無担保転換
社債型新株予約権付
社債

普通株式 653 ─ ─ 653 550,000

合計 2,358 ─ 537 1,821 550,000
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(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

(平成19年10月31日現在)

現金及び 
預金勘定

1,062,762千円

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

962,762千円

※１ 現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額

との関係

(平成20年８月31日現在)

現金及び
預金勘定

455,391千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△119,086千円

現金及び
現金同等物

336,304千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

(平成20年２月29日現在)

現金及び
預金勘定

733,802千円

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

633,802千円
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(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…………消耗品販売代理事業、投資事業等 

３ 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のと

おり、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より、平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産に

ついて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

 
  
(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 FC・直営関連事業セグメントは、当期より店舗戦略事業セグメントへと名称を変更しております。 

３ 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) 店舗戦略事業………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…………各種消耗品の販売代理等、投資事業等 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日）

人材関連事業 
(千円)

FC・直営関連
事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

369,377 854,915 2,756 1,227,049 ― 1,227,049

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― 191 191 (191) ―

計 369,377 854,915 2,947 1,227,240 (191) 1,227,049

営業費用 443,898 994,623 1,089 1,439,610 ― 1,439,610

営業利益 
又は営業損失(△)

△74,521 △139,707 1,858 △212,370 (191) △212,561

当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日）

人材関連事業 
(千円)

店舗戦略事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

256,504 2,445,158 2,011 2,703,674 ─ 2,703,674

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

14,255 ─ 1,134 15,389 (15,389) ─

計 270,759 2,445,158 3,145 2,719,063 (15,389) 2,703,674

営業費用 400,461 2,513,324 995 2,914,781 (14,255) 2,900,526

営業利益 
又は営業損失(△)

△129,702 △68,165 2,150 △195,718 (1,134) △196,852
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(注) １ 事業区分の方法 

  事業の区分は、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…………各種消耗品の販売代理等、投資事業等 

３ 会計方針の変更 

   「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（２）に記載のとおり、当社及び国内連

結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日)、当中間連結会計期間(自

平成20年３月１日 至 平成20年８月31日)及び前連結会計年度(自 平成19年５月１日 至 平成20

年２月29日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日)、当中間連結会計期間(自

平成20年５月１日 至 平成20年８月31日)及び前連結会計年度(自 平成19年５月１日 至 平成20

年２月29日) 

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。 

  

前連結会計年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年２月29日）

人材関連事業 
(千円)

FC・直営関連
事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

534,991 2,375,405 4,869 2,915,266 ─ 2,915,266

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ 936 936 (936) ─

計 534,991 2,375,405 5,806 2,916,203 (936) 2,915,266

営業費用 771,076 2,611,721 1,764 3,384,562 ─ 3,384,562

営業利益 
又は営業損失(△)

△236,085 △236,315 4,042 △468,358 (936) △469,295

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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（注）１株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純損失金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり 
純資産額

2,298円88銭
１株当たり
純資産額

△36,555円92銭
１株当たり
純資産額

△20,876円56銭

１株当たり 
中間純損失金額

5,564円69銭
１株当たり
中間純損失金額

15,918円41銭
１株当たり
当期純損失金額

28,740円13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、潜在株
式は存在するものの１株当たり中間
純損失であるため記載しておりませ
ん。

 

同左

 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額については、当期純損失の
ため記載しておりません。

前中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり中間(当期)純損
失金額

中間(当期)純損失
(千円)

98,378 281,421 508,096

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)純損失(千円)

98,378 281,421 508,096

普通株式の期中平均 
株式数(株)

17,679 17,679 17,679

潜在株式調整後１株当たり
中間(当期)純利益

中間(当期)純利益
調整額(千円)

― ─ ―

普通株式増加数(株) ― ─ ―

（うち新株予約権） (―) (─) (―)

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

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債(額
面総額550百万円)、第
１回新株予約権(新株予
約権の数200個)、第３
回新株予約権(新株予約
権の数178個)及び第４
回新株予約権(新株予約
権の数709個)並びに第
５回新株予約権(新株予
約権の数86個)。

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債(額
面総額550百万円)、第
３回新株予約権(新株予
約権の数12個)及び第４
回新株予約権(新株予約
権の数42個)並びに第５
回新株予約権(新株予約
権の数86個)。

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債(額
面総額550百万円)、第
１回新株予約権(新株予
約権の数200個)、第３
回新株予約権(新株予約
権の数178個)及び第４
回新株予約権(新株予約
権の数704個)並びに第
５回新株予約権(新株予
約権の数86個)。
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前中間連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

訴訟について 

１ 訴訟の内容及び損害賠償請求金額 

(1) 訴訟の内容 

当社の展開するスープカレー「心」の地区本部である株式会社ウェブが、過去に当社に支払った

スープカレー「心」のフランチャイズ権利金について返還を求めるとともに、店舗の営業損失や開

店費用等の損害賠償を請求するものであります。 

(2) 損害賠償請求金額 

１億9,842万80円 

  

２ 裁判の進捗状況 

当社は、平成19年11月15日付で、大分地方裁判所日田支部(訴状送達日：平成19年12月６日)におい

て訴訟の提起を受けました。その後、平成19年12月25日、契約書に基づき、当社より東京地方裁判所

への管轄裁判所の変更を要請いたしました。 

現段階は、訴訟が提起されたに過ぎない段階であり、裁判について大きな進捗はございません。 

  

３ 今後の見通し 

当件は、フランチャイズ店舗の収益シミュレーション等について、当社が株式会社ウェブに対して

信義則上の義務に違反したのではないか等として損害賠償請求を受けたものでありますが、当社とし

ましては、株式会社ウェブに対して利益を保証する等の書面は存在しておらず、かつフランチャイズ

本部としてこれまで十分な活動を行ってきたと認識しております。 

そのため、当社としては原告の請求に応ずる義務はないと考えており、今後裁判で当社の正当性を

主張していく予定であります。 

なお、本訴訟の結果を現時点で予測することは困難であります。 

  

当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

リース取引関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、ストック・オプション関係、企業結合等

関係に関する注記事項につきましては、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略いたします。 

(重要な後発事象)

(注記の省略)
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５ 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年10月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29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 ※２ 845,765 271,031 569,557

 ２ 売掛金 109,116 68,560 82,763

 ３ たな卸資産 5,655 5,109 11,928

 ４ 短期貸付金 9,918 2,680 2,652

 ５ 未収入金 103,373 32,556 20,167

 ６ その他 ※３ 51,749 25,360 33,739

 ７ 貸倒引当金 △11,834 △32,845 △42,451

   流動資産合計 1,113,744 57.7 372,451 43.5 678,356 50.7

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産
※１ 
 

   １ 建物 130,611 60,477 87,092

   ２ その他 27,663 3,487 10,082

   有形固定資産合計 158,274 8.2 63,964 7.5 97,174 7.3

 (2) 無形固定資産

   １ のれん 7,121 3,165 5,539

   ２ その他 7,075 375 525

   無形固定資産合計 14,196 0.7 3,540 0.4 6,064 0.5

 (3) 投資その他の資産

   １ 投資有価証券 10,012 10,750 8,500

   ２ 関係会社株式 362,000 244,639 344,450

   ３ 長期前払費用 8,536 1,304 2,978

   ４ 敷金・保証金 255,808 157,179 192,476

   ５ 破産更生債権 104,339 ─ ─

   ６ その他 3,010 2,057 6,404

   ７ 貸倒引当金 △99,700 ─ ─

   投資その他の資産 
   合計

644,005 33.4 415,930 48.6 554,810 41.5

   固定資産合計 816,477 42.3 483,435 56.5 658,050 49.3

   資産合計 1,930,221 100.0 855,887 100.0 1,336,406 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年10月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成20年２月29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 36,849 27,949 31,922

 ２ 短期借入金 100,000 182,000 100,000

 ３ 一年内償還予定 
   社債

33,400 33,200 33,400

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金

452,392 305,360 441,192

 ５ 未払金 116,608 105,908 109,765

 ６ 未払費用 46,657 46,708 33,168

 ７ 未払法人税等 6,005 8,724 13,195

 ８ 前受金 54,907 51,181 57,471

 ９ 店舗撤退損失引当金 ─ ─ 27,817

 10 事業改革損失引当金 ─ 20,000 ─

 11 本社移転費用引当金 ─ 13,000 ─

 12 その他 ※３ 46,832 21,701 32,836

   流動負債合計 893,652 46.3 815,733 95.3 880,770 65.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 583,200 550,000 566,500

 ２ 長期借入金 341,456 64,200 203,152

 ３ その他 51,158 29,858 29,608

   固定負債合計 975,814 50.6 644,058 75.3 799,260 59.8

   負債合計 1,869,466 96.9 1,459,791 170.6 1,680,030 125.7
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前中間会計期間末 

(平成19年10月31日)

当中間会計期間末 

(平成20年８月31日)

前事業年度の 

要約貸借対照表 

(平成20年２月29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 1,361,076 70.5 1,361,076 159.0 1,361,076 101.8

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 1,259,076 1,259,076 1,259,076

資本剰余金合計 1,259,076 65.2 1,259,076 147.1 1,259,076 94.2

３ 利益剰余金

(1) 利益準備金 2,175 2,175 2,175

(2) その他利益剰余金

別途積立金 130,000 130,000 130,000

繰越利益剰余金 △2,691,573 △3,356,231 △3,095,951

利益剰余金合計 △2,559,398 △132.6 △3,224,056 △376.7 △2,963,776 △221.7

株主資本合計 60,754 3.1 △603,903 △70.6 △343,623 △25.7

純資産合計 60,754 3.1 △603,903 △70.6 △343,623 △25.7

負債・純資産合計 1,930,221 100.0 855,887 100.0 1,336,406 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29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 911,488 100.0 692,884 100.0 1,377,652 100.0

Ⅱ 売上原価 937,783 102.9 733,312 105.8 1,498,144 108.7

  売上総損失 26,295 △2.9 40,428 △5.8 120,492 △8.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 181,665 19.9 144,453 20.8 323,742 23.5

  営業損失 207,960 △22.8 184,882 △26.6 444,234 △32.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 2,576 0.3 6,557 0.9 7,999 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 8,638 0.9 5,416 0.8 15,242 1.1

  経常損失 214,021 △23.5 183,741 △26.5 451,477 △32.8

VI 特別利益 ※４ 105,701 11.6 33,297 4.8 108,203 7.9

Ⅶ 特別損失 ※5,6 15,072 1.7 107,246 15.5 183,404 13.3

  税引前中間(当期) 
  純損失

123,392 △13.5 257,690 △37.2 526,678 △38.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

5,942 4,870 9,470

   法人税等還付金 △7,852 △1,910 0.2 △2,281 2,589 △0.4 △10,289 △818 0.0

  中間(当期)純損失 121,482 △13.3 260,279 △37.6 525,860 △38.2
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前中間会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

                                               

 
  

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

                                               

 
  

前事業年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年２月29日） 

                                               

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成19年４月30日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 2,175 130,000 △2,570,090 △2,437,915 182,237 182,237

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 ― ― ― ― △121,482 △121,482 △121,482 △121,482

中間会計期間中の変動額 

合計(千円)
― ― ― ― △121,482 △121,482 △121,482 △121,482

平成19年10月31日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 2,175 130,000 △2,691,573 △2,559,398 60,754 60,754

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成20年２月29日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 2,175 130,000 △3,095,951 △2,963,776 △343,623 △343,623

中間会計期間中の変動額

 中間純損失 ─ ─ ─ ─ △260,279 △260,279 △260,279 △260,279

中間会計期間中の変動額 

合計(千円)
─ ─ ─ ─ △260,279 △260,279 △260,279 △260,279

平成20年８月31日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 2,175 130,000 △3,356,231 △3,224,056 △603,903 △603,903

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成19年４月30日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 2,175 130,000 △ 2,570,090 △ 2,437,915 182,237 182,237

事業年度中の変動額

 当期純損失 ─ ─ ─ ─ △525,860 △525,860 △525,860 △525,860

事業年度中の変動額合計 

(千円)
─ ─ ─ ─ △525,860 △525,860 △525,860 △525,860

平成20年２月29日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 2,175 130,000 △3,095,951 △2,963,776 △343,623 △343,623

㈱リンク・ワン(2403)平成21年２月期中間決算短信

- 40 -



 
  

(4) 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19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

当社は、前事業年度に571,794千

円、当中間会計期間に207,960千円

と継続的に営業損失を計上した結

果、資本の欠損が生じております。

これにより、当社には継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おります。

当社は、当該状況を解消すべく、

平成19年４月９日に第三者割当増資

を実行し、財務体質の強化を図りま

した。また、経営体質の改善を図る

ため「新中期経営計画」等を策定し

実現に向けて努力しております。

「新中期経営計画」におきまして

は、当社は「人材関連サービスを中

心とした外食支援企業」を目指すこ

とを標榜し、業績改善に向けた事業

の再構築を積極的に推進しておりま

す。また、「新中期経営計画」の達

成に向けて、当社は親会社となった

TRNコーポレーション株式会社との

間での業務提携についても積極的に

推進しております。同社との間にお

ける主たる業務提携の内容、及び事

業再構築の進展状況は下記のとおり

です。

①飲食店向け人材関連事業の拡大に

向けた協業

TRNグループは、業務委託型店舗

をはじめとして600店舗を超える飲

食店を管理するとともに、多数の飲

食店の出退店情報を保有しておりま

す。当社では、TRNグループの顧客

構造や出退店情報を活用することに

より、プロ店長派遣・教育コンサル

ティング・人材紹介などの人材関連

サービスの事業拡大を目指してまい

ります。

当社は、平成19年４月期に571百

万円、平成20年２月期に444百万円

と継続的に営業損失を計上いたしま

した。また、当中間会計期間におい

ても184百万円の営業損失を計上

し、純資産は△603百万円となり、

債務超過となっております。 

 これにより、当社には継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おります。 

 当該状況の解消に向けて、当社は

平成20年９月25日付で開示いたしま

した「株式会社リンク・ワン 事業

再生方針書」に基づく事業再建を推

進することで収益力の改善に努める

とともに、資金調達による自己資本

の充実についても検討を進めており

ます。 

 事業再建計画の骨子は、以下のと

おりであります。 

 

①不採算直営店舗の早期撤退

当中間会計期間におきまして、外

注費・媒体費・採用費などの経費削

減を進めてまいりましたが、今後も

早期黒字化に向けて、本社移転によ

る地代家賃の削減・IT関連費用の削

減・労務費の改善など、抜本的なコ

スト削減活動を更に推進してまいり

ます。

②事業の選択と集中

当中間会計期間におきまして、不

採算事業（教育コンサルティング事

業・人材採用支援事業）から撤退す

るとともに、不採算直営店舗の閉店

処理についても完了し、経営資源を

プロ店長事業と直営店舗運営事業へ

と集中いたしました。今後は、プロ

店長事業と直営店舗運営事業を通じ

て養成された当社の人材を活用し、

後述の「企業再生事業」を当社の中

核事業として進化させてまいりま

す。

 当社は、前事業年度に571,794千

円、当事業年度に444,234千円と継

続的に営業損失を計上した結果、債

務超過となっております。 

 これにより、当社には継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おります。 

 当社は、当該状況を解消すべく、

平成20年３月７日付で親会社である

TRNコーポレーション株式会社の前

代表取締役社長の長谷部修を当社の

代表取締役社長とし、『事業の選択

と集中』を基本コンセプトとした事

業再建計画を策定しております。 

 事業再建計画の骨子は、以下のと

おりであります。 

 

①不採算直営店舗の早期撤退

当期において、プロ店長の育成の

ための研修店舗およびフランチャイ

ズ業態の改善のための旗艦店舗を除

く直営店舗の撤退を進めてまいりま

したが、その早期完了を図るため、

新たに６店舗について当期中に解約

処理を行い、直営店舗運営事業の収

益改善を目指しております。 

 

②人材派遣事業への経営資源の集中

教育コンサルティング事業や人材

紹介事業、および撤退する直営店舗

の人材を人材派遣事業へと異動し、

プロ店長人材として活用するなど、

人材派遣ビジネスへと経営資源を集

中いたします。 

 また、今後は、当社およびTRNグ

ループのお取引先をはじめとする外

食業界のお客様に対し、質の高い店

舗スタッフを派遣する「スタッフ派

遣サービス」についても拡大してま

いります。
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前中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

②直営店舗の撤退に向けた協業

当社が推進している事業の再構築

の一環として、フランチャイズ業態

の旗艦店舗と、プロ店長の研修店舗

を除く直営店舗については、TRNグ

ループを通じて売却を進めておりま

す。当中間期におきましても、計６

店舗をTRNコーポレーション株式会

社の100％子会社である店舗流通ネ

ット株式会社へと売却いたしまし

た。

③フランチャイズ本部の機能補完に

関する協業

TRNグループは繁盛業態の開発・

運営及び多店舗展開を行っており、

当社のフランチャイズ本部事業との

高いシナジーが見込めます。店舗開

発、商品開発などの機能の共有や、

繁盛業態の共同展開などにより、当

該事業における収益拡大を目指して

まいります。以上のように、当社は

TRNコーポレーション株式会社との

提携関係を強化するとともに、人材

関連事業へと経営資源を集中するな

どの事業の再構築を推進し、収益性

の改善に努めております。

従いまして、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。

③企業再生事業の展開

企業再生事業とはプロ店長事業を

進化させた事業であり、当社のプロ

店長をチームとして投資先企業の複

数店舗へ派遣することで、投資先の

企業価値を向上し、当社への利益還

元を目指す事業です。 

 まずは、企業再生事業の第一弾と

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” の売上向上

を支援することを通じて、収益拡大

を目指しております。 

 

以上のように、当社は、新たなる

再建計画のもとで収益力の改善に努

めております。 

 従いまして、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。

③フランチャイズ業態の改善

TRNグループの保有する商品開発

や店舗開発に関するノウハウを更に

活用し、メニューの見直しや店舗オ

ペレーションの改善等を推進し、既

存店の改善を進めてまいります。

④債務超過の解消に向けた資金確保

当社の再建に向けた資金調達につ

いて、TRNコーポレーション株式会

社が積極的に支援をすることの了解

を得ております。また、当社の上場

維持を前提とした債務超過解消につ

いて、TRNコーポレーション株式会

社が全面的に協力ならびに支援をす

ることの了解も得ております。 

  

 以上のように、当社は、TRNコー

ポレーション株式会社との提携関係

を強化するとともに、新たなる再建

計画を策定し、収益力の改善に努め

ております。 

 従いまして、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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(5) 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19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29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

   時価のないもの

    移動平均法による原

価法

  その他有価証券

   時価のないもの

同左

 

  なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資（金融商品取引法

第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額

で取り組む方法によってお

ります。

  その他有価証券 

   時価のないもの 

     同左

(2) たな卸資産

材料 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 ８～19年

工具、器具 
及び備品

２～18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

２～10年

(1) 有形固定資産

同左

（会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に

伴い、当中間会計期間より、

平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について

は、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更して

おります。 

 当該変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。

（会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に

伴い、当事業年度より、平成

19年４月１日以降に取得した

有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しておりま

す。 

 当該変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

(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

(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

(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

②      ───── ②店舗撤退損失引当金 

 店舗の撤退に伴い負担する

こととなる損失に備えるた

め、当該損失発生見込額を計

上しております。 

（追加情報） 

 当事業年度に直営店舗の閉

鎖が決定し、店舗閉鎖に伴う

損失が多額に発生することが

見込まれることから、当事業

年度において店舗閉鎖の意思

決定時に、閉鎖時に見込まれ

る損失額を店舗撤退損失引当

金として計上しております。

 この結果、税引前当期純損

失が27,817千円増加しており

ます。

③事業改革損失引当金 

 事業構造改革の実施に伴

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

れる金額を事業改革損失引当

金として計上しております。

その内容は、事業再建の加速

と早期黒字化を達成するため

に、事業改革の一環としてフ

ランチャイズ本部事業の立て

直しに要する費用でありま

す。
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

④本社移転費用引当金 

 本社移転に伴い、将来発生

が見込まれる原状回復費用等

の移転関連費用について、合

理的な見積額を計上しており

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 

  …金利スワップ取引

  ②ヘッジ対象 

  …変動金利の借入金 

   利息

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

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、かつ相場変動又

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

同左

(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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(表示方法の変更)

前中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年10月31日)

当中間会計期間 
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「未収入金」(前中間会計期間

34,813千円)については、資産総額の100分の５超とな

ったため、当中間会計期間より区分掲記しておりま

す。 

 前中間会計期間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」(前

中間会計期間 72,326千円)については、資産総額の

100分の５超となったため、当中間会計期間より区分掲

記しております。

─────
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(追加情報)

前中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

───── （訴訟の提起について）
１ 訴訟の内容及び損害賠償請求金

額

(1) 訴訟の内容 

 当社の展開するスープカレー

「心」の地域本部である株式会

社ウェブが、過去に当社に支払

ったスープカレー「心」のフラ

ンチャイズ権利金について返還

を求めるとともに、店舗の営業

損失や開店費用等の損害賠償を

請求するものであります。

(2) 損害賠償請求金額 

１億9,842万80円 

 

２ 裁判の進捗状況

 当社は、平成19年11月15日付

で、大分地方裁判所日田支部（訴

状送達日：平成19年12月６日）に

おいて訴訟の提起を受けました。

その後、当社より、契約書に基づ

く合意管轄裁判所である東京地方

裁判所への移送の申立てを行い、

これが認められました。 

 平成20年８月29日に東京地方裁

判所にて第４回の口頭弁論が開か

れましたが、現段階は、主張のや

り取りを行うに過ぎない段階であ

り、裁判について大きな進捗はご

ざいません。 

  

３ 今後の見通し

 当件は、フランチャイズ店舗の

収益シミュレーション等につい

て、当社が株式会社ウェブに対し

て信義則上の義務に違反したので

はないか等として損害賠償請求を

受けたものでありますが、当社と

しましては、株式会社ウェブに対

して利益を保証する等の書面は存

在しておらず、かつフランチャイ

ズ本部としてこれまで十分な活動

を行ってきており、かかる義務違

反は無いと認識しております。 

 そのため、当社としては原告の

請求に応ずる義務はないと考えて

おり、今後裁判で当社の正当性を

主張していく予定であります。 

 なお、本訴訟の結果を現時点で

予測することは困難であります。 

 

（訴訟の提起について）
１ 訴訟の内容及び損害賠償請求金

額

(1) 訴訟の内容 

 当社の展開するスープカレー

「心」の地域本部である株式会

社ウェ1ブが、過去に当社に支

払ったスープカレー「心」のフ

ランチャイズ権利金について返

還を求めるとともに、店舗の営

業損失や開店費用等の損害賠償

を請求するものであります。

(2) 損害賠償請求金額 

１億9,842万80円 

 

２ 裁判の進捗状況

 当社は、平成19年11月15日付

で、大分地方裁判所日田支部（訴

状送達日：平成19年12月６日）に

おいて訴訟の提起を受けました。

その後、当社より、契約書に基づ

く合意管轄裁判所である東京地方

裁判所への移送の申立てを行った

ところ、これが認められ、平成20

年4月22日に東京地方裁判所にて

第１回の口頭弁論が開かれまし

た。 

 現段階は、主張のやり取りを行

うに過ぎない段階であり、裁判に

ついて大きな進捗はございませ

ん。 

 

３ 今後の見通し

 当件は、フランチャイズ店舗の

収益シミュレーション等につい

て、当社が株式会社ウェブに対し

て信義則上の義務に違反したので

はないか等として損害賠償請求を

受けたものでありますが、当社と

しましては、株式会社ウェブに対

して利益を保証する等の書面は存

在しておらず、かつフランチャイ

ズ本部としてこれまで十分な活動

を行ってきており、かかる義務違

反は無いと認識しております。 

 そのため、当社としては原告の

請求に応ずる義務はないと考えて

おり、今後裁判で当社の正当性を

主張していく予定であります。 

 なお、本訴訟の結果を現時点で

予測することは困難であります。 
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成19年10月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

62,142千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

73,213千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

66,179千円

 

※２ 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。）

※２ 担保資産

同左

※２ 担保資産

同左

 ※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 消費税等の取扱い

同左

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2,206千円

受取配当金 340千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 1,398千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 4,558千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 8,295千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 4,868千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 13,187千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 10,147千円

無形固定資産 4,673千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 7,033千円

無形固定資産 4,198千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 16,767千円

無形固定資産 15,245千円

※４ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券 
売却益

78,780千円

貸倒引当金 
戻入益

5,905千円

契約解除返戻金 21,000千円
 

※４ 特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金
戻入益

8,166千円

店舗撤退損失
引当金戻入益

16,330千円
 

※４ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券 
売却益

78,780千円

 

※５ 特別損失のうち主要なもの

投資有価証券 
評価損

9,067千円

店舗撤退損失 6,005千円

※５ 特別損失のうち主要なもの

事業改革損失 60,000千円

減損損失 25,634千円

本社移転費用 13,000千円
 

※５ 特別損失のうち主要なもの

減損損失 85,076千円

店舗撤退損失 71,712千円
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前中間会計期間 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年10月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年８月31日)

前事業年度 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年２月29日)

※６ 減損損失 
─────

 

※６ 減損損失 

 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

(千円)

本社
共用資

産
建物、工具器具 11,666

大阪府 事業所建物、工具器具 13,968

合計 25,634

   当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す 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、共用

資産については、本社を含む、

より大きな単位でグルーピング

しております。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、本社の移転及び事

業所の閉鎖に伴い処分を予定し

ている資産につきまして、減損

損失（25,634千円）として特別

損失に計上しております。 

 減損損失の主な内訳は、建物

21,285千円、工具器具4,349千

円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額

は正味売却価額または使用価値

により算定しており、正味売却

額は売却事例等を勘案した合理

的見積もりにより評価し、売却

や他への転用が困難な資産は０

円としております。また使用価

値については将来キャッシュ・

フローを７％で割り引いて算定

しております。

 

※６ 減損損失 

 当事業年度において、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

(千円)

東京都 店舗
建物、リース資

産等
7,757

新潟県 店舗 建物、工具器具 20,987

愛知県 店舗 建物、工具器具 36,742

岐阜県 店舗 建物、工具器具 11,882

当社

人材採

用支援

事業

ソフトウエア、
リース資産

7,706

合計 85,076

    当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す 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、営業活動から生じ

る損益が継続してマイナスであ

る店舗等について、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（85,076千

円）として特別損失に計上して

おります。 

 減損損失の主な内訳は、建物

65,588千円、工具器具8,915千

円、長期前払費用2,496千円、

リース資産2,700千円、ソフト

ウエア5,375千円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額

は正味売却価額または使用価値

により算定しており、正味売却

額は売却事例等を勘案した合理

的見積もりにより評価し、売却

や他への転用が困難な資産は０

円としております。また使用価

値については将来キャッシュ・

フローを７％で割り引いて算定

しております。
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前中間会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年２月29日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(中間株主資本等変動計算書関係)
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（注）１株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり 
純資産額

3,436円54銭
１株当たり
純資産額

△34,159円37銭
１株当たり
純資産額

△19,436円82銭

１株当たり 
中間純損失金額

6,871円57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、潜在株
式は存在するものの１株当たり中間
純損失であるため記載しておりませ
ん。

 

１株当たり
中間純損失金額

14,722円55銭

同左

 

１株当たり
当期純損失金額

29,744円93銭

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益金額については、当期純損失で
あるため記載しておりません。

前中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり中間(当期) 
純損失金額

中間(当期)純損失(千円) 121,482 260,279 525,860

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)純損失(千円)

121,482 260,279 525,860

普通株式の期中平均株式数 
(株)

17,679 17,679 17,679

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益調整額
(千円)

― ─ ─

普通株式増加数(株) ― ─ ─

   （うち新株予約権） (―) (─) (─)

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

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債(額
面総額550百万円)、第
１回新株予約権(新株予
約権の数200個)、第３
回新株予約権(新株予約
権の数178個)及び第４
回新株予約権(新株予約
権の数709個)並びに第
５回新株予約権(新株予
約権の数86個)。

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債(額
面総額550百万円)、第
３回新株予約権(新株予
約権の数12個)及び第４
回新株予約権(新株予約
権の数42個)並びに第５
回新株予約権(新株予約
権の数86個)。

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債(額
面総額550百万円)、第
１回新株予約権(新株予
約権の数200個)、第３
回新株予約権(新株予約
権の数178個)及び第４
回新株予約権(新株予約
権の数704個)並びに第
５回新株予約権(新株予
約権の数86個)。
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前中間会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成19年10月31日） 

訴訟について 

１ 訴訟の内容及び損害賠償請求金額 

(1) 訴訟の内容 

当社の展開するスープカレー「心」の地区本部である株式会社ウェブが、過去に当社に支払った

スープカレー「心」のフランチャイズ権利金について返還を求めるとともに、店舗の営業損失や開

店費用等の損害賠償を請求するものであります。 

(2) 損害賠償請求金額 

１億9,842万80円 

  

２ 裁判の進捗状況 

当社は、平成19年11月15日付で、大分地方裁判所日田支部(訴状送達日：平成19年12月６日)におい

て訴訟の提起を受けました。その後、平成19年12月25日、契約書に基づき、当社より東京地方裁判所

への管轄裁判所の変更を要請いたしました。 

現段階は、訴訟が提起されたに過ぎない段階であり、裁判について大きな進捗はございません。 

  

３ 今後の見通し 

当件は、フランチャイズ店舗の収益シミュレーション等について、当社が株式会社ウェブに対して

信義則上の義務に違反したのではないか等として損害賠償請求を受けたものでありますが、当社とし

ましては、株式会社ウェブに対して利益を保証する等の書面は存在しておらず、かつフランチャイズ

本部としてこれまで十分な活動を行ってきたと認識しております。 

そのため、当社としては原告の請求に応ずる義務はないと考えており、今後裁判で当社の正当性を

主張していく予定であります。 

なお、本訴訟の結果を現時点で予測することは困難であります。 

  

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

  

リース取引関係、有価証券関係、企業結合等関係に関する注記事項につきましては、中間決算短信

における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

(重要な後発事象)

(注記の省略)
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該当事項はありません。 

６ その他
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