
 

 

 

   

   

 
1. 平成21年２月期第３四半期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年11月30日） 

 

 
  

 
(注) 前連結会計年度は、決算期変更に伴い10ヶ月決算のため、対前期増減率は記載しておりません。 

  

 

 
  

 

 
  

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） 

 

 
(注) 前連結会計年度は、決算期変更に伴い10ヶ月決算のため、対前期増減率は記載しておりません。 
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(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 3,892 53.2 △266 ─ △306 ─ △259 ─
20年２月期第３四半期 2,540 20.7 △371 ─ △386 ─ △405 ─

20年２月期 2,915 ─ △469 ─ △482 ─ △508 ─

１株当たり 
四半期(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり 

四半期(当期)純利益
円 銭 円 銭

21年２月期第３四半期 △13,827 48 ─ ─
20年２月期第３四半期 △22,945 29 ─ ─

20年２月期 △28,740 13 ─ ─

(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月期第３四半期 1,124 △250 △22.7 △6,154 18

20年２月期第３四半期 2,012 △220 △13.3 △15,081 72

20年２月期 1,730 △325 △21.3 △20,876 56

(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月期第３四半期 △271 135 △257 240
20年２月期第３四半期 △397 △22 △353 776

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 ─ ─ 0 00 ─ ─ ─ ─
0 00

21年２月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 0 00

(％表示は、通期は対前期増減率)

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 ─ △264 ─ △294 ─ △376 ─ △15,523 08
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4. その他 

  

  

  

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関

する規則の取扱い」別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意

見表明のための手続きを受けております。 

  

5. 個別業績の概要（平成20年３月１日～平成20年11月30日） 

 

 
  

 
(注) 前事業年度は、決算期変更に伴い10ヶ月決算のため、対前期増減率は記載しておりません。 

  

(2) 個別財政状態 

 
  

6. 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） 

 

 
(注) 前事業年度は、決算期変更に伴い10ヶ月決算のため、対前期増減率は記載しておりません。 

  
 ※ 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) 四半期連結財務諸表の作成基準            ：中間連結財務諸表作成基準

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無  ：無

(4) 会計監査人の関与                  ：有

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年２月期第３四半期 1,022 △19.9 △170 ─ △187 ─ △163 ─
20年２月期第３四半期 1,276 △39.4 △355 ─ △362 ─ △416 ─

20年２月期 1,377 ─ △444 ─ △451 ─ △525 ─

１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭

21年２月期第３四半期 △8,689 26
20年２月期第３四半期 △23,530 79

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月期第３四半期 822 △133 △16.6 △3,351 95

20年２月期第３四半期 1,558 △233 △15.0 △13,222 68

20年２月期 1,336 △343 △25.7 △19,436 82

(％表示は、通期は対前期増減率)

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 ─ △226 ─ △232 ─ △306 ─ △12,633 14
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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

業再建を進めております。 

  

そのなかで、当第３四半期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）当第３四半期連結会計期間における主なコスト削減施策と削減効果 

 
  

現時点においては未だ改革途上ではありますが、今後も本社移転による地代家賃の削減や、労務費の

削減など、引き続きコスト削減活動を推進するとともに、各事業における売上高の向上を目指し、早期

黒字化の達成に努めてまいります。 

  

 また、平成20年11月には、当社の事業の将来性についてご理解頂いた投資家を割当先とする新株式発

行および第６回新株予約権の発行を実行いたしました。当社グループは、債務超過の解消を重要な経営

課題として認識し、収益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。 

  

なお、当第３四半期連結会計期間における連結業績は、売上高は3,892百万円（前年同期比1,351百万

円増）、営業損失は266百万円（前年同期比104百万円減）、経常損失は306百万円（前年同期比80百万

円減）、当期純損失は259百万円（前年同期比146百万円減）となりました。 

  

当第３四半期連結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改善に努めて

まいりました。今後は、人員を絞込むとともに、店舗立上げや業態開発などの高付加価値案件に特化し

て人材派遣事業を展開していくことで、収益性の高い事業へと進化してまいります。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

１. 連結経営成績に関する定性的情報

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
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■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。 

 しかし、『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（プロ店長を活用した投資先の再生事業）へと集

中させてまいります。 

  

当第３四半期連結会計期間における人材関連事業の売上高は327百万円（前年同期比174百万円減）、

営業損失は115百万円（前年同期比56百万円減）になりました。 

  

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

を推進することで、エリアパートナー企業様および加盟企業様のサポートを強化してまいります。 

  

■直営店舗運営事業 

直営店舗運営事業につきましては、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モ

デル改善のための旗艦店舗を除く直営店舗については当第３四半期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、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21年1月15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、“おたる寿し”への当社プロ店長のチー

ム派遣等により、今後の業績拡大を目指してまいります。 

  

当第３四半期連結会計期間における店舗戦略事業の売上高は3,561百万円（前年同期比1,527百万円

増）、営業損失は153百万円（前年同期比48百万円減）になりました。 

  

③その他の事業 

顧客企業へのサービスの一環として、各種消耗品の販売代理を行うとともに、子会社である「TCLO投

資事業組合」の投資収益等を計上しております。 

  

当第３四半期連結会計期間におけるその他の事業の売上高は3百万円（前年同期比0.6百万円減）、営

業利益は３百万円（前年同期比0.4百万円増）になりました。 

  

なお、前連結会計年度において決算期を変更したことにより、当第３四半期連結会計期間は平成20年

３月１日から平成20年11月30日でありますが、前第３四半期連結会計期間は平成19年５月１日から平成

20年１月31日であります。 
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（財政状態の変動状況） 

① 資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産合計は前連結会計年度末比504百万円の減少で767百

万円となり、また、固定資産合計は前連結会計年度末比101百万円の減少で357百万円となりました。

その結果、資産合計は前連結会計年度末比606百万円の減少で1,124百万円となりました。 

 これは主として、現金及び預金の減少393百万円、敷金・保証金の減少76百万円によるものであり

ます。 

  

② 負債の状況 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債合計は前連結会計年度末比37百万円の増加で1,283

百万円となり、また、固定負債合計は前連結会計年度末比718百万円の減少で90百万円となりまし

た。その結果、負債合計は前連結会計年度末比680百万円の減少で1,374百万円となりました。 

 これは主として、当第３四半期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134百万円、支払手形及び買掛金の増加91百万円や、返済による借

入金の減少366百万円、償還及び買入消却に伴う社債の減少366百万円によるものであります。 

  

③ 純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末比74百万円の減少で250百万

円の債務超過となりました。 

 これは主として、第３四半期純損失の計上259百万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き続き検討を進めて

まいります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期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 

当第３四半期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、271百万円の支出超過

となりました。これは税金等調整前第３四半期純損失274百万円に、社債の買入消却に伴う100百万円

等の調整を加味した上で、当第３四半期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98百万円、仕入債務の増加91百万円、売上債権の増加15百万

円等があったことによるものであります。 

  

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期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、135百万円の収入超過

となりました。これは貸付金の回収による収入161百万円、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86百万円、有形固定資産の取得による支出23百万円、貸付金による支出40百万円等

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 

当第３四半期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、257百万円の支出超過

となりました。これは長期借入金の返済による支出366百万円、株式の発行による収入256百万円等が

あったことによるものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間における売上高、利益共に平成20年９月25日発表の業績予想通りに推移し

ており、同日発表の業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

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）
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５ 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表

(平成20年１月31日) (平成20年11月30日) (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 ※２ 876,445 340,095 733,802

 ２ 受取手形及び売掛金 86,783 53,317 82,763

 ３ たな卸資産 48,606 32,878 42,847

 ４ 短期貸付金 118,065 ─ 120,426

 ５ 未収入金 369,442 340,380 294,247

 ６ その他 102,178 30,592 40,608

 ７ 貸倒引当金 △9,830 △29,993 △42,451

   流動資産合計 1,591,692 79.1 767,269 68.2 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 110,416 88,851 109,293

  (2) その他 24,162 25,318 24,574

   有形固定資産合計 134,579 6.7 114,169 10.2 133,868 7.7

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 1,654 ─ ─

  (2) その他 550 300 525

   無形固定資産合計 2,204 0.1 300 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) 破産更生債権等 105,076 ─ ─

  (3) 長期前払費用 3,683 936 2,978

  (4) 敷金・保証金 258,739 229,482 305,931

  (5) その他 6,627 1,378 6,404

  (6) 貸倒引当金 △100,437 ─ ─

   投資その他の資産 

   合計
283,702 14.1 242,547 21.6 323,814 18.8

   固定資産合計 420,486 20.9 357,017 31.8 458,207 26.5

   資産合計 2,012,178 100.0 1,124,287 100.0 1,730,452 100.0
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前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表

(平成20年１月31日) (平成20年11月30日) (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 238,054 297,277 206,152

 ２ 短期借入金 100,000 71,000 100,000

 ３ 一年以内償還予定 

   社債
33,400 233,200 33,400

 ４ 一年以内返済予定 

   長期借入金
443,992 229,480 441,192

 ５ 未払金 291,692 283,213 148,839

 ６ 未払費用 55,557 33,033 144,333

 ７ 未払法人税等 12,394 14,377 16,633

 ８ 前受金 53,815 45,190 57,471

 ９ 事業改革損失引当金 ─ 20,000 ─

 10 本社移転費用引当金 ─ 10,007 ─

 11 その他 156,524 47,041 98,118

   流動負債合計 1,385,430 68.9 1,283,822 114.2 1,246,140 72.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 566,500 ─ 566,500

 ２ 長期借入金 235,508 48,400 203,152

 ３ 負ののれん ─ 4,269 1,904

 ４ その他 45,294 38,244 37,994

   固定負債合計 847,302 42.1 90,913 8.1 809,551 46.8

   負債合計 2,232,732 111.0 1,374,736 122.3 2,055,692 118.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,361,076 67.6 1,546,076 137.5 1,361,076 78.6

 ２ 資本剰余金 1,259,076 62.6 1,444,076 128.4 1,259,076 72.8

 ３ 利益剰余金 △2,886,782 △143.5 △3,244,628 △288.6 △2,989,229 △172.7

   株主資本合計 △266,629 △13.3 △254,475 △22.7 △369,076 △21.3

Ⅱ 新株予約権 ─ ─ 3,360 0.3 ─ ─

Ⅲ 少数株主持分 46,075 2.3 666 0.1 43,837 2.5

   純資産合計 △220,554 △11.0 △250,448 △22.3 △325,239 △18.8

   負債純資産合計 2,012,178 100.0 1,124,287 100.0 1,730,452 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
前連結会計年度 

要約連結損益計算書

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年１月31日)

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日)

(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 2,540,670 100.0 3,892,470 100.0 2,915,266 100.0

Ⅱ 売上原価 2,626,441 103.4 3,916,767 100.6 3,041,722 104.3

   売上総損失 85,770 △3.4 24,296 △0.6 126,455 △4.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 285,571 11.2 242,216 6.2 342,840 11.8

   営業損失 371,342 △14.6 266,513 △6.8 469,295 △16.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び 

   受取配当金
4,391 2,002 5,277

 ２ その他 4,790 9,182 0.4 5,912 7,914 0.2 6,239 11,516 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 11,998 7,419 13,187

 ２ 持分法による 

   投資損失
8,865 ─ 6,509

 ３ 消費税等差額 ─ 22,654 ─

 ４ 新株発行費 ─ 16,559 ─

 ５ その他 3,217 24,081 1.0 935 47,569 1.2 4,846 24,543 0.8

   経常損失 386,242 △15.2 306,167 △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 貸倒引当金戻入益 6,292 11,019 ─

 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
─ 13,467 ─

 ５ 固定資産売却益 877 1,500 ─

 ６ 買入消却益 ─ 100,000 ─

 ７ その他 ※３ ─ 139,964 5.5 7,857 138,739 3.5 8,423 141,218 4.8

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ 85,076 27,351 89,308

 ２ 本社移転費用引当金 

   繰入額
─ 13,000 ─

 ３ 事業改革損失 ─ 40,000 ─

 ４ 事業改革損失引当金 

   繰入額
─ 20,000 ─

 ５ 店舗撤退損失 71,008 ─ 71,712

 ６ その他 ※４ 9,067 165,152 6.5 6,638 106,989 2.7 9,067 170,087 5.8

   税金等調整前第３ 

   四半期(当期)純損失
411,430 △16.2 274,417 △7.0 511,192 △17.5

   法人税、住民税 

   及び事業税
8,414 10,235 12,515

   法人税等還付金 △11,110 △2,696 △0.1 △2,281 7,953 0.2 △10,289 2,226 0.1

   少数株主損失 ─ 3,084 0.1 22,746 0.6 5,322 0.2

   第３四半期(当期) 

   純損失
405,649 △16.0 259,624 △6.6 508,096 △17.4
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前第３半期連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日) 

  

 
  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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) 四半期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

第３四半期連結会計期間中の 

変動額

 第３四半期純損失(△) ─ ─ △405,649 △405,649 ─ △405,649

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期連結会計期間中の 

 変動額(純額)

─ ─ ─ ─ 37,817 37,817

第３四半期連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
─ ─ △405,649 △405,649 37,817 △367,832

平成20年１月31日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 △2,886,782 △266,629 46,075 △220,554

株主資本
新株予約権

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

第３四半期連結会計期間中の 

変動額

 新株の発行 185,000 185,000 ─ 370,000 ─ ─ 370,000

 第３四半期純損失(△) ─ ─ △259,624 △259,624 ─ ─ △259,624

 持分法適用会社の減少に伴う 

 剰余金増加額
─ ─ 4,226 4,226 ─ ─ 4,226

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期連結会計期間中の 

 変動額(純額)

─ ─ ─ ─ 3,360 △43,170 △39,810

第３四半期連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
185,000 185,000 △255,398 114,601 3,360 △43,170 74,790

平成20年11月30日残高(千円) 1,546,076 1,444,076 △3,244,628 △254,475 3,360 666 △250,448

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) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

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１月31日)

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日)

(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

   税金等調整前第３四半期(当期) 

   純損失
△411,430 △274,417 △511,192

   減価償却費 31,087 21,387 34,003

   貸倒引当金の減少額 △6,292 △12,458 △74,108

   受取利息及び受取配当金 △4,391 △2,002 △5,277

   支払利息 11,998 7,419 13,187

   持分法による投資損失 8,865 ─ 6,509

   固定資産除却損 ─ 1,185 ─

   減損損失 85,076 27,351 89,308

   買入消却益 ─ △100,000 ─

   店舗撤退損失 71,008 ─ 71,712

   投資有価証券評価損 9,067 ─ 9,067

   固定資産売却益 △877 △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) 36,327 △15,183 40,347

   たな卸資産の増減額(△増加) △7,602 9,969 △1,843

   前払費用の減少額 5,394 10,766 9,236

   仕入債務の増減額(△減少) △49,177 91,124 △81,079

   未払金の増減額(△減少) △71,797 98,904 △218,250

   未払費用の増減額(△減少) △19,682 △111,374 72,134

   未払消費税等の増減額(△減少) 17,713 △18,917 21,095

   前受金の減少額 △43,241 △12,280 △39,585

   その他 61,196 29,979 227,928

    小計 △409,551 △252,045 △472,637

   利息及び配当金の受取額 4,391 2,002 5,277

   利息の支払額 △11,932 △7,083 △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 △14,566 △16,538 △19,354

   法人税等の還付金 13,594 2,281 13,594

   営業活動によるキャッシュ・フロー △397,064 △271,383 △465,242

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 △131,713 △23,321 △135,834

   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 ─ 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 3,600 138,700

   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 △40,000 △308,000

   貸付金の回収による収入 199,734 161,984 199,953

   敷金・保証金への支出 △54,245 △12,079 △54,164

   敷金・保証金の解約による収入 59,394 86,728 72,177

   リース解約による支出 △46,556 △8,085 △46,556

   その他 33,747 △25,265 △16,035

   投資活動によるキャッシュ・フロー △22,061 135,060 △61,370
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前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

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１月31日)

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日)

(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)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の返済による支出 ─ △29,000 ─

   長期借入金の返済による支出 △347,944 △366,464 △383,100

   社債の償還による支出 △33,400 △21,700 △33,400

   配当金の支払額 △261 △81 △261

   株式の発行による収入 ─ 256,500 ─

   社債の買入消却による支出 ─ △100,000 ─

   新株引受権の発行による収入 ─ 3,360 ─

   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 △353,230 △257,385 △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) △772,356 △393,707 △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第３四半期末 

  (期末)残高
※１ 776,445 240,095 633,802
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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

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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、当第３四半期連結

会計期間に371,342千円と継続的に

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、当第３

四半期連結会計期間に397,064千円

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TRN

コーポレーション株式会社の前代表

取締役社長である長谷部修を当社の

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

の人材をプロ店長人材として派遣す

る等、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、プロ店長派遣サー

ビスに加え、当社およびTRNグルー

プの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」についても行ってまいりたい

と考えております。

 当社グループは、連結ベースで平

成19年４月期に571,135千円、平成

20年２月期に469,295千円と継続的

に営業損失を計上するとともに、平

成19年４月期に810,533千円、平成

20年２月期に465,242千円とマイナ

スの営業キャッシュフローを計上い

たしました。また、当第３四半期連

結会計期間においても266,513千円

の営業損失、271,383千円のマイナ

スの営業キャッシュフローを計上し

た結果、連結純資産は△250,448千

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

 当第３四半期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

 当第３四半期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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前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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の業態改善活

動を推進し、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

 債務超過の解消に向けた資金確保

についても現在検討をしておりま

す。TRNグループ等におきまして

も、当社の資金需要に応じた支援に

ついて検討をして頂いており、具体

案について現在策定中であります。

 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、第３四半期連結財務

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

影響を第３四半期連結財務諸表には

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。 

  

 また、当社グループは、平成20年

11月17日付にて、当社の事業の将来

性についてご理解頂いた投資家を割

当先とする第三者割当による新株式

及び第６回新株予約権の発行を行い

ました。当社としましては、今回の

調達資金を有効に活用することで、

資本の増強と財務の安定化を実現で

きるものと考えております。また、

平成20年11月において、第１回無担

保転換社債型新株予約権付社債（発

行総額：550,000千円）のうち額面

350,000千円を買入消却（買入消却

益：100,000千円）することで、負

債の圧縮についても実行してまいり

ました。 

  

 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

改善に努めるとともに、債務超過の

解消と企業価値の向上に向けた活動

を推進しております。 

 従いまして、第３四半期連結財務

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

影響を第３四半期連結財務諸表には

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の業態改善活

動を推進し、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

 当社の債権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) 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

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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

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、当第３四半期連結会計

期間より、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。

１ 連結の範囲に関する事項

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㈱

１ 連結の範囲に関する事項

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)持分法を適用した関連会社数

             １社

連結子会社名

㈱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、当第３四半期連結会

計期間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 持分法の適用に関する事項

(1)  前第３四半期連結会計期間に

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、

当第３四半期連結会計期間に株

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。

２ 持分法の適用に関する事項

(1)持分法を適用した関連会社数

             １社

連結子会社名

㈱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)持分法会社のうち、決算日が第

３四半期連結決算日と異なる会社

については、第３四半期連結決算

日現在で実施した仮決算に基づく

四半期財務諸表を使用しておりま

す。

(2)     同左 (2)持分法会社のうち、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 連結子会社の四半期決算日等に

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、第３四半期末日で実施した仮

決算に基づく財務諸表を使用して

おります。

３ 連結子会社の四半期決算日等に

関する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す

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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前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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

時価のないもの

…移動平均法による原価法

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

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。

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

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

 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 

 包材等 

  終仕入原価法 

 その他 

  総平均法による原価法

 

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）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

(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）については、定額法によって

おります。 

 連結子会社である、おたるコー

ポレーション㈱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

工具、器具及び備品 ２～10年

(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

同左
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前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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)

（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、当第３四半期連

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。

（追加情報）

法人税法の改正（（所得税法等

の一部を改正する法律 平成19年

３月30日 法律第６号）及び（法

人税法施行令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、当第３四半期連結

会計期間から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、

償却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。 

 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。

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。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

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。

②店舗撤退損失引当金

─────

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。
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前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年５月１日
 至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成20年３月１日
 至 平成20年11月30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)重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(4)重要なリース取引の処理方法

同左

(5)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

特例処理の用件を満たしてい

る金利スワップについては、特

例処理を行っております。

(5)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

(5)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

（イ）ヘッジ手段

…金利スワップ取引

（ロ）ヘッジ対象

…変動金利の借入金利息

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

ヘッジ手段およびヘッジ対象

に関する重要な条件が同一であ

り、かつ相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動リスクを完全

に相殺するものと想定されるた

め、有効性の判定は省略してお

ります。

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

①消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

②繰延資産の処理方法

─────

(6)その他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

①消費税等の会計処理

同左

②繰延資産の処理方法

新株発行費については、発生時

に全額費用として処理しておりま

す。

(6)その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

①消費税等の会計処理

同左

②繰延資産の処理方法

─────

５ 四半期連結キャッシュ・フロー

計算書のおける資金の範囲

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。

５ 四半期連結キャッシュ・フロー

計算書のおける資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

のおける資金の範囲

同左
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(7) 表示方法の変更

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30日)

（四半期連結貸借対照表）

前第３四半期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」（前第３
四半期連結会計期間 29,770千円）については、資産総
額の100分の５超となったため、当第３四半期連結会計
期間より区分掲記しております。

（四半期連結貸借対照表）

前第３四半期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」（当第３四半期連結会計期間
2,694千円）については、当第３四半期連結会計期間に
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。
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(8) 追加情報

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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

（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

同左

（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

同左

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ること

となりました。 

 現段階は、第１回の口頭弁論期

日が決まっ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。

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、これが認められました。 

 平成20年12月９日に東京地方裁

判所にて第６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。

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ること

となりました。 

 現段階は、第１回の口頭弁論期

日が決まっ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。

３ 今後の見通し

同左

３ 今後の見通し

同左
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(9) 注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

前第３四半期連結会計期間末 
(平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

141,414千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

84,260千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

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

 （支払い保証委託に伴う担保差入
であります。）

 

※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 100,000千円

 （支払い保証委託に伴う担保差入

であります。）

 

※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

 （支払い保証委託に伴う担保差入

であります。）
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(四半期連結損益計算書関係)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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。

役員報酬 47,495千円

従業員給与 42,260千円

旅費交通費 2,756千円

地代家賃 28,962千円

減価償却費 2,147千円

報酬 42,870千円
 

※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 58,009千円

従業員給与 35,561千円

地代家賃 28,799千円

減価償却費 2,947千円

報酬 33,251千円

 

※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

 当第３四半期連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産につ

いて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

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

㈱リン

ク・ワン
本社

ソフトウエ

ア、リース資

産

7,706

合計 85,076

 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。 

 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。 

 

 

※２ 減損損失

 当第３四半期連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資産につ

いて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

当社 本社
建物、工具器

具
11,666

大阪府 遊休
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、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。 

 

 

※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。 

 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。
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前第３四半期連結会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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)

 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。

 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まれなくなった

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。

 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まれなくなった

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。

※３   ―――――

 

※３ その他特別利益の内訳

店舗売却益 1,500千円

償却債権取立益 2,668千円

※３   ―――――

 

※４ その他特別損失の内訳

投資有価証券評価損 9,067千円
 

※４ その他特別損失の内訳

IT関連解約損 4,562千円

※４   ―――――
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前第３四半期連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日） 

  

１ 発行済み株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

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。 

  

(四半期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
当第３四半期連結

会計期間末

普通株式(株) 17,679 ─ ─ 17,679

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当第３四半期
連結会計期間
末 残 高（千
円）

前連結会計年
度末

増加 減少
当第３四半期
連結会計期間
末

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 ─

合計 2,358 ─ 537 1,821 ─
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当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

  

１ 発行済み株式の種類及び総数に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 第三者割当増資による新株の発行による増加   23,125株 

  

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 

平成16年２月18日臨時株主総会特別決議および平成16年５月24日臨時株主総会特別決議、並びに平成17年７

月28日定時株主総会特別決議による新株予約権の減少は、権利消滅によるものです。 

  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の新株予約権の目的となる株式の数の減少

は、買入消却により減少したものであります。 

  

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
当第３四半期連結

会計期間末

普通株式(株) 17,679 23,125 ─ 40,804

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数(株) 当第３四半期
連結会計期間
末 残 高（千
円）

前連結会計年
度末

増加 減少
当第３四半期
連結会計期間
末

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 ─ 167 11 ─

平成17年７月28日定
時株主総会特別決議

普通株式 704 ─ 664 40 ─

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20年10月30日定
時取締役会決議

普通株式 ─ 100 ─ 100 3,360

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 ─ 315 338 ─

合計 1,821 100 1,346 575 3,360
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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 発行済み株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

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 当連結会計年度末

普通株式(株) 17,679 ─ ─ 17,679

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の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

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 ─

合計 2,358 ─ 537 1,821 ─
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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第３四

半期末残高と第３四半期連結貸

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１月31日現在）

現金及び預金勘定 876,445千円

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

776,445千円

※１ 現金及び現金同等物の第３四

半期末残高と第３四半期連結貸

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11月30日現在）

現金及び預金勘定 340,095千円

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

240,095千円  

※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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(有価証券関係)

 前第３四半期連結会計期間末（平成20年１月31日）

時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

内容 第３四半期連結貸借対照表計上額(千円)

 その他有価証券

  非上場株式 10,012

計 10,012

 当第３四半期連結会計期間末（平成20年11月30日）

時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

内容 第３四半期連結貸借対照表計上額(千円)

 その他有価証券

 ① 非上場株式 8,500

 ② 投資事業有限責任組合及び 
   それに類する組合への出資

2,250

計 10,750

 前連結会計年度末（平成20年２月29日）

時価評価されていない主な有価証券(時価のある有価証券のうち満期保有目的の債券を除く)

内容 連結貸借対照表計上額(千円)

 その他有価証券

  非上場株式 8,500

計 8,500
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前第３四半期連結会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日） 

該当事項はありません。 

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

ております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

該当事項はありません。 

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

ております。 

  

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。 

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

ております。 

  

(デリバティブ取引関係)
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前第３四半期連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日) 

  

 
(注) １ 事業の区分の方法 

  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) その他の事業………消耗品販売代理事業、投資事業等 

３ 会計方針の変更 

   四半期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、当第３四半期連結会計期間より、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。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日) 

  

 
(注) １ 事業の区分の方法 

  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) その他の事業……消耗品等販売代理事業、投資事業等  

４ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

  

  (セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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

502,362 2,033,949 4,358 2,540,670 ― 2,540,670

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ 758 758 (758) ─

計 502,362 2,033,949 5,116 2,541,428 (758) 2,540,670

営業費用 674,228 2,236,207 1,577 2,912,013 ― 2,912,013

営業利益又は営業損失(△) △ 171,866 △ 202,257 3,539 △ 370,584 (758) △ 371,342

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

327,442 3,561,328 3,699 3,892,470 ― 3,892,470

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

69,209 ― 1,695 70,904 (70,904) ―

計 396,651 3,561,328 5,394 3,963,374 (70,904) 3,892,470

営業費用 512,165 3,714,593 1,434 4,228,193 (69,209) 4,158,983

営業利益又は営業損失(△) △115,513 △153,264 3,959 △264,818 (1,695) △266,513
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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) 

  

 
(注) １ 事業の区分の方法 

  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) その他の事業………消耗品等販売代理事業、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」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。 

  

人材関連事業 
(千円)

FC・直営関連
事業 
(千円)

その他事業
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

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 3,105 △468,358 (936) △469,295

㈱リンク・ワン(2403)平成21年２月期　第３四半期財務・業績の概況

- 31 -



前第３四半期連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31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。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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。 

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31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。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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) 

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。 

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) １株当たり第３四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

 
  

  

前第３四半期連結会計期間(自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日) 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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。 

  

  

(１株当たり情報)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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

△15,081円72銭
１株当たり
純資産額

△6,154円18銭
１株当たり
純資産額

△20,876円56銭

１株当たり第３ 
四半期純損失

22,945円29銭
１株当たり第３
四半期純損失

13,827円48銭
１株当たり
当期純損失

28,740円13銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益については、第３

四半期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。

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
 至 平成20年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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株当たり第３四半期 
（当期）純損失

第３四半期（当期） 
純損失（千円）

405,649 259,624 508,096

普通株主に帰属しない 
金額（千円）

─ ─ ─

普通株主に係る第３四半期 
（当期）純損失（千円）

405,649 259,624 508,096

普通株式の期中平均株式数 17,679 18,776 17,679

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり第３四半期（当期）純
利益の算定に含めなかった
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704
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200百万円)、第３回
新株予約権(新株予約権
の数11個)、第４回新株
予約権(新株予約権の数
40個)及び第５回新株予
約権(新株予約権の数86
個)並びに第６回新株予
約権(新株予約権の数100
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)

(重要な後発事象)
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６ 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成20年１月31日) (平成20年11月30日) (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 ※２ 700,987 228,653 569,557

 ２ 売掛金 86,783 103,391 82,763

 ３ たな卸資産 12,130 3,799 11,928

 ４ 短期貸付金 2,647 2,694 2,652

 ５ 未収入金 35,447 20,702 20,167

 ６ その他 ※４ 43,144 20,315 33,739

 ７ 貸倒引当金 △9,830 △29,993 △42,451

   流動資産合計 871,311 55.9 349,563 42.5 678,356 50.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 88,051 58,242 87,092

  (2) その他 10,434 3,212 10,082

   有形固定資産合計 98,485 6.3 61,454 7.5 97,174 7.3

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 5,934 1,978 5,539

  (2) その他 550 300 525

6,484 0.4 2,278 0.2 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 362,000 245,144 344,450

  (3) 破産更生債権等 105,076 ─ ―

  (4) 長期前払費用 3,683 936 2,978

  (5) 敷金・保証金 195,340 151,414 192,476

  (6) その他 6,627 1,378 6,404

  (7) 貸倒引当金 △100,437 ─ ―

   投資その他の資産 

   合計
582,303 37.4 409,623 49.8 554,810 41.5

   固定資産合計 687,274 44.1 473,356 57.5 658,050 49.3

   資産合計 1,558,585 100.0 822,919 100.0 1,336,406 100.0
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前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成20年１月31日) (平成20年11月30日) (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 33,815 23,276 31,922

 ２ 短期借入金 100,000 153,000 100,000

 ３ 一年以内償還予定社債 33,400 233,200 33,400

 ４ 一年以内返済予定長期 

   借入金
443,992 229,480 441,192

 ５ 未払金 134,313 128,961 109,765

 ６ 未払費用 26,109 2,808 33,168

 ７ 未払法人税等 7,029 10,633 13,195

 ８ 前受金 53,815 45,190 57,471

 ９ リース資産減損勘定 21,029 3,579 13,728

 10 店舗撤退損失引当金 27,817 ─ 27,817

 11 事業改革損失引当金 ─ 20,000 ─

 12 本社移転費用引当金 ─ 10,007 ─

 13 その他 ※３ 72,111 17,935 19,108

   流動負債合計 953,433 61.2 878,074 106.7 880,770 65.9

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 566,500 ─ 566,500

 ２ 長期借入金 235,508 48,400 203,152

 ３ その他 36,908 29,858 29,608

   固定負債合計 838,916 53.8 78,258 9.5 799,260 59.8

   負債合計 1,792,349 115.0 956,332 116.2 1,680,030 125.7
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前第３四半期会計期間末 当第３四半期会計期間末
前事業年度 

要約貸借対照表

(平成20年１月31日) (平成20年11月30日) (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 87.3 1,546,076 187.9 1,361,076 101.8

 ２ 資本剰余金

    資本準備金 1,259,076 1,444,076 1,259,076

   資本剰余金合計 1,259,076 80.8 1,444,076 175.5 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 △2,986,091 △3,259,101 △3,095,951

   利益剰余金合計 △2,853,916 △183.1 △3,126,926 △380.0 △2,963,776 △221.7

   株主資本合計 △233,763 △15.0 △136,773 △16.6 △343,623 △25.7

Ⅱ 新株予約権 ─ 3,360 0.4 ─

   純資産合計 △233,763 △15.0 △133,413 △16.2 △343,623 △25.7

   負債純資産合計 1,558,585 100.0 822,919 100.0 1,336,406 100.0
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(2) 四半期損益計算書

前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間
前事業年度 

要約損益計算書

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年１月31日)

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日)

(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 1,276,472 100.0 1,022,358 100.0 1,377,652 100.0

Ⅱ 売上原価 1,365,875 107.0 978,852 95.7 1,498,144 108.7

   売上総利益 

   (△売上総損失)
△89,403 △7.0 43,506 4.3 △120,492 △8.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 266,537 20.9 213,729 20.9 323,742 23.5

   営業損失 355,940 △27.9 170,222 △16.6 444,234 △32.2

Ⅳ 営業外収益 ※１ 7,027 0.6 7,237 0.7 7,999 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２ 14,053 1.1 24,393 2.4 15,242 1.1

   経常損失 362,966 △28.4 187,378 △18.3 451,477 △32.8

Ⅵ 特別利益 ※４ 106,949 8.3 136,464 13.3 108,203 7.9

Ⅶ 特別損失 ※5,6 165,152 12.9 107,246 10.5 183,404 13.3

   税引前第３四半期 

   (当期)純損失
421,169 △33.0 158,160 △15.5 526,678 △38.2

   法人税、住民税 

   及び事業税
5,942 7,270 9,470

   法人税等還付金 △11,110 △5,168 △0.4 △2,281 4,989 0.5 △10,289 △818 △0.0

   第３四半期(当期) 

   純損失
416,000 △32.6 163,149 △16.0 525,860 △38.2
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前第３四半期会計期間(自 平成19月５月１日 至 平成20年１月31日) 

  

 
  

当第３四半期会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日) 

  

 
  

 
  

(3) 四半期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

第３四半期会計期間中の変動額

 第３四半期純損失 ─ ─ ─ ─ △416,000 △416,000 △416,000 △416,000

第３半期会計期間中の変動額 

合計(千円)
─ ─ ─ ─ △416,000 △416,000 △416,000 △416,000

平成20年１月31日残高(千円) 1,361,076 1,259,076 2,175 130,000 △2,986,091 △2,853,916 △233,763 △233,763

株主資本

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

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 185,000 185,000 ─ ─ ─ ─ 370,000

 第３四半期純損失 ─ ─ ─ ─ △163,149 △163,149 △163,149

 株主資本以外の項目の 

 第３四半期会計期間中の 

 変動額(純額)

─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

第３四半期会計期間中の変動額 

合計(千円)
185,000 185,000 ─ ─ △163,149 △163,149 206,850

平成20年11月30日残高(千円) 1,546,076 1,444,076 2,175 130,000 △3,259,101 △3,126,926 △136,773

新株予約権 純資産合計

平成20年２月29日残高(千円) ─ △343,623

第３四半期会計期間中の変動額

 新株の発行 ─ 370,000

 第３四半期純損失 ─ △163,149

 株主資本以外の項目の 

 第３半期会計期間中の 

 変動額(純額)

3,360 3,360

第３四半期会計期間中の変動額 

合計(千円)
3,360 210,210

平成20年11月30日残高(千円) 3,360 △133,413
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前事業年度(自 平成19年５月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

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
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(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

前第３四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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 第 ３ 四 半 期 会 計 期 間 に

355,940千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TRNコーポレ

ーション株式会社の前代表取締役社

長である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

の人材をプロ店長人材として派遣す

る等、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、プロ店長派遣サー

ビスに加え、当社およびTRNグルー

プの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」についても行ってまいりたい

と考えております。

 当 社 は、平 成 19 年 ４ 月 期 に

571,794千円、平成20年２月期に

444,234千円と継続的に営業損失を

計上いたしました。また、当第３四

半期会計期間においても170,222千

円の営業損失を計上し、純資産は△

133,413千円となり、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

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

 当第３四半期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

 当第３四半期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

代表取締役社長である長谷部修を当

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

 当事業年度において、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店舗について当事業

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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前第３四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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の業態改善活

動を推進し、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

 債務超過の解消に向けた資金確保

についても現在検討をしておりま

す。TRNグループ等におきまして

も、当社の資金需要に応じた支援に

ついて検討をして頂いており、具体

案について現在策定中であります。

 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、第３四半期財務諸表

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

を第３四半期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。 

  

 また、当社は、平成20年11月17日

付にて、当社の事業の将来性につい

てご理解頂いた投資家を割当先とす

る第三者割当による新株式及び第６

回新株予約権の発行を行いました。

当社としましては、今回の調達資金

を有効に活用することで、資本の増

強と財務の安定化を実現できるもの

と考えております。また、平成20年

11月において、第１回無担保転換社

債型新株予約権付社債（発行総額：

550,000千円）のうち額面350,000千

円 を 買 入 消 却（買 入 消 却 益 ：

100,000千円）することで、負債の

圧縮についても実行してまいりまし

た。 

  

 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

めるとともに、債務超過の解消と企

業価値の向上に向けた活動を推進し

ております。 

 従いまして、第３四半期財務諸表

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

を第３四半期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の業態改善活

動を推進し、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

 当社の債権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) 四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項

前第３四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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 有価証券の評価基準及び評価方

法

 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

 その他有価証券
 時価のないもの

移動平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法

 子会社株式及び関連会社株式
同左

 その他有価証券
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。

１ 有価証券の評価基準及び評価方

法

子会社株式及び関連会社株式
同左

その他有価証券
同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法

材料 終仕入原価法

貯蔵品 総平均法による原価法

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法

同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価

方法

同左

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については、定額法によって

おります。 

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物 ８～19年

工具、器具及び備品 ２～10年

３ 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

同左

３ 固定資産の減価償却の方法

(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、当第３四半期会計期間より、

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。

（追加情報）

法人税法の改正（（所得税法等

の一部を改正する法律 平成19年

３月30日 法律第６号）及び（法

人税法施行令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、当第３四半期会計

期間から、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償却

可能限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する方法

によっております。 

 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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前第３四半期会計期間

(自 平成19年５月１日
 至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間

(自 平成20年３月１日
 至 平成20年11月30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

４ 繰延資産の処理方法

─────

４ 繰延資産の処理方法

新株発行費については、発生時

に全額費用として処理しておりま

す。

４ 繰延資産の処理方法

─────

５ 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。

５ 引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

５ 引当金の計上基準

①貸倒引当金

同左

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。

②店舗撤退損失引当金

─────

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。

６ リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

６ リース取引の処理方法

同左

６ リース取引の処理方法

同左
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前第３四半期会計期間 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間 

(自 平成20年３月１日 

 至 平成20年11月30日)

前事業年度 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年２月29日)

７ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

特例処理の用件を満たしてい

る金利スワップについては、特

例処理を行っております。

７ ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

同左

７ ヘッジ会計の方法

(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

ヘッジ手段およびヘッジ対象

に関する重要な条件が同一であ

り、かつ相場変動またはキャッ

シュ・フロー変動リスクを完全

に相殺するものと想定されるた

め、有効性の判定は省略してお

ります。

(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

８ その他四半期財務諸表作成のた

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。

８ その他四半期財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

８ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左
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(6) 表示方法の変更

前第３四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30日)

（四半期貸借対照表）

前第３四半期会計期間において、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」（前第３
四半期会計期間 29,770千円）については、資産総額の
100分の５超となったため、当第３四半期会計期間より
区分掲記しております。

─────
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(7) 追加情報

前第３四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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

（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

同左

（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

同左

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ること

となりました。 

 現段階は、第１回の口頭弁論期

日が決まっ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。

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、これが認められました。 

 平成20年12月９日に東京地方裁

判所にて第６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。

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ること

となりました。 

 現段階は、第１回の口頭弁論期

日が決まっ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。

３ 今後の見通し

同左

３ 今後の見通し

同左
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(8) 注記事項

(四半期貸借対照表関係)

前第３四半期会計期間末
(平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間末
(平成20年11月30日)

前事業年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額

139,372千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

76,033千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額

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

 （支払い保証委託に伴う担保差入
であります。）

 

 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 100,000千円

 （支払い保証委託に伴う担保差入
であります。）

 

 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

（支払い保証委託に伴う担保差入
であります。）

※３ 消費税等の取り扱い

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 消費税等の取り扱い

同左

※３ 消費税等の取り扱い

─────

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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 3,988千円

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 1,490千円

 

※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 11,998千円

 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 6,919千円

新株発行費 16,559千円
 

※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 15,457千円

無形固定資産 14,119千円
 

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 9,854千円

無形固定資産 3,785千円
 

 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 6,292千円

契約解除返戻金 21,000千円

固定資産売却益 877千円
 

※４ 特別利益のうち主要なもの

店舗撤退損失引

当金戻入益
13,467千円

貸倒引当金戻入益 11,019千円

買入消却益 100,000千円
 

※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

店舗撤退損失 71,008千円

投資有価証券評

価損
9,067千円

減損損失 85,076千円

 

※５ 特別損失のうち主要なもの

事業改革損失 40,000千円

事業改革損失引

当金繰入額
20,000千円

減損損失 25,634千円

本社移転費用引

当金繰入額
13,000千円

 

※５ 特別損失のうち主要なもの

店舗撤退損失 71,712千円

減損損失 85,076千円
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前第３四半期会計期間

(自 平成19年５月１日
 至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間

(自 平成20年３月１日
 至 平成20年11月30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

 当第３四半期会計期間において、

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)

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

㈱リン

ク・ワン
本社

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。

 

※６ 減損損失

 当第３四半期会計期間において、

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 遊休
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、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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前第３四半期会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日） 

自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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。 

  

  

前第３四半期会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

当第３四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

前事業年度（自 平成19年５月１日 至 平成20年２月29日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

(四半期株主資本等変動計算書関係)

(有価証券関係)
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(注) １株当たり第３四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期(当期)純利益の算定上の基礎 

   
  

  

前第３四半期会計期間（自 平成19年５月１日 至 平成20年１月31日） 

該当事項はありません。 

  

当第３四半期会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年11月30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。 

  

(１株当たり情報)

前第３四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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 △13,222円68銭 １株当たり純資産額 △3,351円95銭 １株当たり純資産額 △19,436円82銭

１株当たり 
第３四半期純損失

23,530円79銭
１株当たり
第３四半期純損失

8,689円26銭
１株当たり 
当期純損失

29,744円93銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

第３四半期純利益については、第３

四半期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。

前第３四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
 至 平成20年１月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年11月30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株当たり第３四半期 
（当期）純損失

第３四半期（当期） 
純損失（千円）

416,000 163,149 525,860

普通株主に帰属しない 
金額（千円）

─ ─ ─

普通株主に係る第３四半期 
（当期）純損失（千円）

416,000 163,149 525,860

普通株式の期中平均株式数 17,679 18,776 17,679

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり第３四半期（当期）純
利益の算定に含めなかった
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704
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200百万円)、第３回
新株予約権(新株予約権
の数11個)、第４回新株
予約権(新株予約権の数
40個)及び第５回新株予
約権(新株予約権の数86
個)並びに第６回新株予
約権(新株予約権の数100
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)

(重要な後発事象)
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