
平成22年３月31日

各      位 
 

  

  

平成22年２月25日付「外部調査委員会調査報告書の受領に関するお知らせ」で開示いたしましたとお

り、過去の決算における一部不適切な取引について、会計処理の修正を要する事象が判明したことを受

け、平成18年４月期決算短信（連結）につきまして、売上高の修正等必要と認められる訂正を行いました

ので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

記 

1. 平成18年４月期の連結業績（平成17年５月１日～平成18年４月30日） 

 
＜訂正前＞ 

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
  

 

 

 
  

＜訂正後＞ 

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
  

 

 

上場会社名 株式会社リンク・ワン

代表者名  代表取締役社長  長谷部 修

      （コード番号 ２４０３ 東証マザーズ）

問合せ先  取締役管理本部長 徳田 征司

電話番号  03（5909）4080（代表）

（訂正）「平成18年４月期 決算短信（連結）」の一部訂正について

(1) 連結経営成績

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年４月期 4,022 61.6 283 25.8 251 25.5
17年４月期 2,489 ─ 225 ― 200 ―

当期純利益
１株当たり
 当期純利益

潜在株式調整後 
 １株当たり 
 当期純利益

株主資本
 当期純利益

率

総資本 
 経常利益率

売上高
 経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年４月期 73 △31.7 11,763 74 10,009 67 7.0 9.4 6.3
17年４月期 107  ― 19,675 22 17,814 65 18.5 14.2 8.1

(注) ① 持分法投資損益 18年４月期 △３百万円 17年４月期 △１百万円

② 期中平均株式数(連結) 18年４月期 5,752株 17年４月期 5,180株

③ 会計処理の方法の変更  無

④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

売上高 営業利益 経常利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年４月期 3,415 37.2 △282 ─ △314 ─
17年４月期 2,489 ─ 225 ― 200 ―

当期純利益
１株当たり
 当期純利益

潜在株式調整後 
 １株当たり 
 当期純利益

株主資本
 当期純利益

率

総資本 
 経常利益率

売上高
 経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年４月期 △592 ─ △102,991 90 ─ ─ △81.6 △12.4 △9.2
17年４月期 107  ― 19,675 22 17,814 65 18.5 14.2 8.1

(注) ① 持分法投資損益 18年４月期 △３百万円 17年４月期 △１百万円

② 期中平均株式数(連結) 18年４月期 5,752株 17年４月期 5,180株

③ 会計処理の方法の変更  無

④ 売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率
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＜訂正前＞ 

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 
  

＜訂正後＞ 

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 
  

 
＜訂正前＞ 

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
  

＜訂正後＞ 

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
  

(2) 連結財政状態

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年４月期 3,513 1,307 37.2 219,398 78

17年４月期 1,835 811 44.2 150,487 06

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年４月期 5,959株 17年４月期 5,350株

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年４月期 3,234 641 19.8 107,622 17

17年４月期 1,835 811 44.2 150,487 06

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年４月期 5,959株 17年４月期 5,350株

(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

18年４月期 319 △1,434 1,364 914

17年４月期 164 △684 672 667

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

18年４月期 ４ △1,119 1,364 914

17年４月期 164 △684 672 667
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＜訂正前＞ 

経営成績 

当社グループは、当会計年度におきましては、FC・直営関連事業の立上げを最重要取組事項として

事業推進してまいりました。その結果、「スープカレー『心』」の20店舗出店を達成するとともに、

「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」のFC展開を開始いたしました。また、商品開発・物流・

店舗企画など、人材関連以外の部分での外食店舗支援ノウハウの構築についても同時に達成すること

が出来ました。 

この結果、当期の売上高は4,022百万円、営業利益は283百万円、経常利益は251百万円と、創業以来

５期連続で最高益の更新を実現いたしました。 

また、財務体質の改善に向けて当上半期から適用しております固定資産の減損について、将来キャ

ッシュフローの見積りの修正により減損損失を109百万円計上したため、当期純利益は73百万円となり

ました。 

事業別の概要は以下のとおりであります。 

  

①人材関連事業 

人材派遣事業（プロ店長派遣事業）につきましては、店長の即戦力人材をFC・直営関連事業へシフ

トした結果、売上規模は前期よりも低下いたしました。しかし、「スープカレー『心』」のFC加盟企

業へのプロ店長派遣など、人材関連事業とFC事業との営業シナジーが効きはじめており、今後も安定

的な収益が見込める当社の基幹事業と位置づけております。 

また、プロ店長事業は、大手コンビニチェーンやアミューズメント企業といった外食以外の業界か

らも注目されており、今期はこれらの業界に対してトライアルで支援を開始いたしました。これらの

業界での店長派遣のビジネスモデルを確立し、成長軌道に乗せることは、今後の重要な取組テーマで

あると認識しております。 

  

教育コンサルティング事業につきましては、多摩大学との連携により外食企業の幹部候補を育成す

る「フードビジネス チェンジリーダー育成塾」の第一期講座を開講する等、フードビジネスアカデ

ミー（FBA）の商品力強化を行い、外食業界における教育機関としてのブランド構築を推進してまいり

ました。 

  

人材採用支援事業におきましては、採用業務のフルアウトソーシング化のための採用バックオフィ

ス機能の拡充に向けて、施設設備等のインフラ整備を行ってまいりました。しかし、今期は採用マー

ケット環境の悪化に伴い販管費がかさみ、営業利益率の低下を招きました。今後は他事業との営業シ

ナジーの効かせられる外食業界へとターゲット顧客を絞り込んでいくことにより、収益性の改善を目

指します。 

  

これらの結果、人材関連事業の売上高は1,637百万円、営業利益は211百万円になりました。 

3. 経営成績及び財政状態

(1) 当連結会計期間の経営成績

１ 当連結会計期間の概要
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②FC・直営関連事業 

フランチャイズ本部事業におきましては、「スープカレー『心』」の出店が進み、当連結会計期間

終了時点でFC10店・直営10店の計20店舗となりました。また、「スープカレー『心』」のエリアパー

トナー契約を着実に締結したことにより、計28都府県において今後の出店が期待できる状態を構築い

たしました。 

  

 直営店舗運営事業につきましては、第二のFCブランドである「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ

風月」の業態ブラッシュアップなど、既存店の強化を行いました。前述の「スープカレー『心』」の

直営店も含め、当連結会計期間終了時点の当社の直営店舗数は22店舗となりました。また、本年４月

には、グループ会社である㈱Hugeがファインダイニング及びスパニッシュイタリアンレストランを計

２店舗出店いたしました。 

  

 これらの結果、FC・直営関連事業の売上高は2,329百万円、営業利益は81百万円になりました。 

  

③その他事業 

顧客企業へのその他のサービスとしての各種消耗品の販売代理や、新規事業の展開に関わる収益を

計上しております。 

  

これらの結果、その他事業の売上高は56百万円、営業損失は９百万円になりました。 
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＜訂正後＞ 

経営成績 

当社グループは、当連結会計年度におきましては、FC・直営関連事業の立上げを最重要取組事項と

して事業推進してまいりました。その結果、「スープカレー『心』」の20店舗出店を達成するととも

に、「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」のFC展開を開始いたしました。また、商品開発・物

流・店舗企画など、人材関連以外の部分での外食店舗支援ノウハウの構築についても同時に達成する

ことが出来ました。 

この結果、当期の売上高は3,415百万円、営業損失は282百万円、経常損失は314百万円となりまし

た。 

また、財務体質の改善に向けて当上半期から適用しております固定資産の減損について、将来キャ

ッシュ・フローの見積りの修正により減損損失を63百万円計上したため、当期純損失は592百万円とな

りました。 

事業別の概要は以下のとおりであります。 

  

①人材関連事業 

人材派遣事業（プロ店長派遣事業）につきましては、店長の即戦力人材をFC・直営関連事業へシフ

トした結果、売上規模は前期よりも低下いたしました。しかし、「スープカレー『心』」のFC加盟企

業へのプロ店長派遣など、人材関連事業とFC事業との営業シナジーが効きはじめており、今後も安定

的な収益が見込める当社の基幹事業と位置づけております。 

また、プロ店長事業は、大手コンビニチェーンやアミューズメント企業といった外食以外の業界か

らも注目されており、今期はこれらの業界に対してトライアルで支援を開始いたしました。これらの

業界での店長派遣のビジネスモデルを確立し、成長軌道に乗せることは、今後の重要な取組テーマで

あると認識しております。 

  

教育コンサルティング事業につきましては、多摩大学との連携により外食企業の幹部候補を育成す

る「フードビジネス チェンジリーダー育成塾」の第一期講座を開講する等、フードビジネスアカデ

ミー（FBA）の商品力強化を行い、外食業界における教育機関としてのブランド構築を推進してまいり

ました。 

  

人材採用支援事業におきましては、採用業務のフルアウトソーシング化のための採用バックオフィ

ス機能の拡充に向けて、施設設備等のインフラ整備を行ってまいりました。しかし、今期は採用マー

ケット環境の悪化に伴い販管費がかさみ、営業利益率の低下を招きました。今後は他事業との営業シ

ナジーを効かせられる外食業界へとターゲット顧客を絞り込んでいくことにより、収益性の改善を目

指します。 

  

これらの結果、人材関連事業の売上高は1,537百万円、営業利益は111百万円になりました。 

(1) 当連結会計期間の経営成績

１ 当連結会計年度の概要
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②ＦＣ・直営関連事業 

フランチャイズ本部事業におきましては、「スープカレー『心』」の出店が進み、当連結会計年度

終了時点でFC10店・直営10店の計20店舗となりました。また、「スープカレー『心』」のエリアパー

トナー契約を着実に締結したことにより、計28都府県において今後の出店が期待できる状態を構築い

たしました。 

  

 直営店舗運営事業につきましては、第二のFCブランドである「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ

風月」の業態ブラッシュアップなど、既存店の強化を行いました。前述の「スープカレー『心』」の

直営店も含め、当連結会計年度終了時点の当社の直営店舗数は22店舗となりました。また、本年４月

には、グループ会社である㈱Hugeがファインダイニング及びスパニッシュイタリアンレストランを計

２店舗出店いたしました。 

  

 これらの結果、FC・直営関連事業の売上高は1,822百万円、営業損失は384百万円になりました。 

  

③その他事業 

顧客企業へのその他のサービスとしての各種消耗品の販売代理や、新規事業の展開に関わる収益を

計上しております。 

  

これらの結果、その他事業の売上高は56百万円、営業損失は９百万円になりました。 
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＜訂正前＞ 

キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は、246百万円

の増加となりました。この結果、当連結会計年度末における資金は、914百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業キャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、319百万円となりました。 

 これは主として、税金等調整前当期純利益を175百万円計上し、更に非資金費用として減価償却費を

175百万円計上しましたが、売上債権の増加額99百万円、法人税等の支払額81百万円の支出要因があっ

たこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、1,434百万円となりました。 

 これは、有形固定資産の取得による支出1,219百万円、敷金・保証金への支出250百万円等によるもの

であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって得られた資金は、1,364百万円となりました。 

 これは主として、株式発行による収入451百万円、社債の発行による収入544百万円、長期借入れによ

る収入735百万円などによるものであります。 

  

＜訂正後＞ 

キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における連結ベースの現金および現金同等物（以下「資金」という）は、246百万円

の増加となりました。この結果、当連結会計年度末における資金は、914百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業キャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、４百万円となりました。 

 これは主として、税金等調整前当期純損失を379百万円計上し、更に売上債権の増加額99百万円、前

受金の増加額412百万円等があったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、1,119百万円となりました。 

 これは、有形固定資産の取得による支出954百万円、敷金・保証金への支出200百万円等によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によって得られた資金は、1,364百万円となりました。 

 これは主として、株式発行による収入451百万円、社債の発行による収入544百万円、長期借入れによ

る収入735百万円などによるものであります。 

  

(2) 財政状態
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＜訂正前＞ 

 
  

１. 連結財務諸表等

(1)連結財務諸表

①【連結貸借対照表】

前連結会計年度
(平成17年４月30日)

当連結会計年度 
(平成18年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 667,743 1,014,387

 ２ 受取手形及び売掛金 177,318 290,509

 ３ たな卸資産 8,151 53,380

 ４ 繰延税金資産 40,540 42,895

 ５ その他 102,903 137,365

 ６ 貸倒引当金 △3,676 △4,835

   流動資産合計 992,980 54.1 1,533,702 43.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 218,540 564,825

     減価償却累計額 △10,613 207,927 △41,274 523,550

  (2) 建設仮勘定 - 490,016

  (3) その他 45,165 73,126

     減価償却累計額 △14,465 30,700 △32,239 40,887

   有形固定資産合計 238,627 13.0 1,054,453 30.0

 ２ 無形固定資産

  (1) 営業権 94,959 71,219

  (2) 連結調整勘定 - 30,831

  (3) その他 59,789 36,662

   無形固定資産合計 154,748 8.4 138,713 4.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 60,887 102,182

  (2) 長期前払費用 187,380 180,481

  (3) 敷金・保証金 189,177 369,171

  (4) 繰延税金資産 11,733 68,016

  (5) その他 2,642 71,331

  (6) 貸倒引当金 △2,611 △4,654

   投資その他の資産合計 449,209 24.5 786,528 22.3

   固定資産合計 842,584 45.9 1,979,695 56.3

   資産合計 1,835,565 100.0 3,513,397 100.0
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＜訂正後＞ 

 
  

前連結会計年度
(平成17年４月30日)

当連結会計年度 
(平成18年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 667,743 1,014,387

 ２ 受取手形及び売掛金 177,318 290,509

 ３ たな卸資産 8,151 53,380

 ４ 繰延税金資産 40,540 ─

 ５ その他 102,903 232,365

 ６ 貸倒引当金 △3,676 △4,835

   流動資産合計 992,980 54.1 1,585,806 49.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 218,540 463,659

     減価償却累計額 △10,613 207,927 △38,273 425,385

  (2) 建設仮勘定 - 375,016

  (3) その他 45,165 73,126

     減価償却累計額 △14,465 30,700 △32,239 40,887

   有形固定資産合計 238,627 13.0 841,288 26.0

 ２ 無形固定資産

  (1) 営業権 94,959 71,219

  (2) 連結調整勘定 - 30,831

  (3) その他 59,789 36,662

   無形固定資産合計 154,748 8.4 138,713 4.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 60,887 102,182

  (2) 長期前払費用 187,380 180,481

  (3) 敷金・保証金 189,177 319,171

  (4) 繰延税金資産 11,733 ─

  (5) その他 2,642 71,331

  (6) 貸倒引当金 △2,611 △4,654

   投資その他の資産合計 449,209 24.5 668,512 20.7

   固定資産合計 842,584 45.9 1,648,514 51.0

   資産合計 1,835,565 100.0 3,234,320 100.0
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＜訂正前＞ 

 
  

前連結会計年度
(平成17年４月30日)

当連結会計年度 
(平成18年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 66,615 65,540

 ２ 短期借入金 1,500 -

 ３ 一年以内返済予定 
   長期借入金

202,171 398,360

 ４ 未払金 129,702 166,737

 ５ 未払費用 93,181 90,170

 ６ 未払法人税等 52,851 132,944

 ７ その他 50,446 88,279

   流動負債合計 596,470 32.5 942,033 26.8

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 - 550,000

 ２ 長期借入金 421,363 666,710

 ３ 連結調整勘定 1,575 -

 ４ その他 - 24,300

   固定負債合計 422,939 23.0 1,241,010 35.3

   負債合計 1,019,409 55.5 2,183,043 62.1

(少数株主持分)

   少数株主持分 5,050 0.3 22,956 0.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 359,275 19.6 589,076 16.8

Ⅱ 資本剰余金 257,275 14.0 487,076 13.9

Ⅲ 利益剰余金 190,641 10.4 231,244 6.6

Ⅳ その他有価証券評価差額金 3,913 0.2 - -

   資本合計 811,105 44.2 1,307,397 37.2

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

1,835,565 100.0 3,513,397 100.0
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＜訂正後＞ 

 
  

前連結会計年度
(平成17年４月30日)

当連結会計年度 
(平成18年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 66,615 65,540

 ２ 短期借入金 1,500 -

 ３ 一年以内返済予定 
   長期借入金

202,171 398,360

 ４ 未払金 129,702 166,737

 ５ 未払費用 93,181 90,170

 ６ 未払法人税等 52,851 132,944

 ７ 前受金 - 438,978

 ８ その他 50,446 36,300

   流動負債合計 596,470 32.5 1,329,033 41.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 - 550,000

 ２ 長期借入金 421,363 666,710

 ３ 連結調整勘定 1,575 -

 ４ その他 - 24,300

   固定負債合計 422,939 23.0 1,241,010 38.4

   負債合計 1,019,409 55.5 2,570,043 79.5

(少数株主持分)

   少数株主持分 5,050 0.3 22,956 0.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※２ 359,275 19.6 589,076 18.2

Ⅱ 資本剰余金 257,275 14.0 487,076 15.0

Ⅲ 利益剰余金 190,641 10.4 △434,832 △13.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金 3,913 0.2 - -

   資本合計 811,105 44.2 641,320 19.8

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

1,835,565 100.0 3,234,320 100.0
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＜訂正前＞ 

 

②【連結損益計算書】

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,489,258 100.0 4,022,793 100.0

Ⅱ 売上原価 1,795,304 72.1 3,115,258 77.4

   売上総利益 693,953 27.9 907,534 22.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 468,498 18.8 623,905 15.5

   営業利益 225,454 9.1 283,629 7.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 426 688

 ２ 受取寄付金 300 -

 ３ その他 664 1,390 0.0 5,555 6,244 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 7,122 15,014

 ２ 新株発行費 2,395 8,220

 ３ 上場関連費用 14,554 -

 ４ 社債発行費 - 5,714

 ５ 持分法による投資損失 1,812 3,081

 ６ その他 515 26,400 1.0 6,194 38,226 1.0

   経常利益 200,445 8.1 251,646 6.3

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 - 30,489

 ２ その他 - - - 13,761 44,250 1.1

Ⅶ 特別損失

 １ 関係会社整理損 449 -

 ２ 店舗撤退損失 ※２ 19,485 -

 ３ 減損損失 ※３ - 109,454

 ４ 固定資産売却損 ※４ - 19,934 0.8 10,971 120,426 3.0

   税金等調整前当期純利益 180,510 7.3 175,470 4.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

82,780 166,715

   法人税等調整額 △10,187 72,592 3.0 △56,170 110,544 2.7

   少数株主損失 - - 8,741 0.2

   当期純利益 107,917 4.3 73,667 1.8
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＜訂正後＞ 

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 2,489,258 100.0 3,415,793 100.0

Ⅱ 売上原価 1,795,304 72.1 3,074,610 90.0

   売上総利益 693,953 27.9 341,183 10.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 468,498 18.8 623,905 18.3

   営業利益 225,454 9.1 △282,722 △8.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 426 688

 ２ 受取寄付金 300 -

 ３ その他 664 1,390 0.0 5,555 6,244 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 7,122 15,014

 ２ 新株発行費 2,395 8,220

 ３ 上場関連費用 14,554 -

 ４ 社債発行費 - 5,714

 ５ 持分法による投資損失 1,812 3,081

 ６ その他 515 26,400 1.0 6,194 38,226 1.1

   経常利益 200,445 8.1 △314,704 △9.2

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 - 30,489

 ２ その他 - - - 13,761 44,250 1.3

Ⅶ 特別損失

 １ 関係会社整理損 449 -

 ２ 店舗撤退損失 ※２ 19,485 -

 ３ 減損損失 ※３ - 63,267

 ４ 循環損失 ※５ - 35,000

 ５ 固定資産売却損 ※４ - 19,934 0.8 10,971 109,239 3.2

   税金等調整前当期純利益 180,510 7.3 △379,694 △11.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

82,780 166,715

   法人税等調整額 △10,187 72,592 3.0 54,740 221,456 6.5

   少数株主損失 - - 8,741 0.3

   当期純利益 107,917 4.3 △592,409 △17.3
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＜訂正前＞ 

 
  

③【連結剰余金計算書】

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 23,275 257,275

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 増資による新株の発行 234,000 224,814

 ２ 新株予約権の権利 
   行使による増加

- 234,000 4,987 229,801

Ⅲ 資本剰余金期末残高 257,275 487,076

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 104,474 190,641

 

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 107,917 107,917 73,667 73,667

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 21,750 26,750

 ２ 役員賞与 - 6,000

 ３ 連結除外による減少 - 21,750 315 33,065

Ⅳ 利益剰余金期末残高 190,641 231,244
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＜訂正後＞ 

 
  

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 23,275 257,275

Ⅱ 資本剰余金増加高

 １ 増資による新株の発行 234,000 224,814

 ２ 新株予約権の権利 
   行使による増加

- 234,000 4,987 229,801

Ⅲ 資本剰余金期末残高 257,275 487,076

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 104,474 190,641

 

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １ 当期純利益 107,917 107,917 △592,409 △592,409

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １ 配当金 21,750 26,750

 ２ 役員賞与 - 6,000

 ３ 連結除外による減少 - 21,750 315 33,065

Ⅳ 利益剰余金期末残高 190,641 △434,832
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＜訂正前＞ 

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益 180,510 175,470

   減価償却費 115,228 175,933

   貸倒引当金の増減額（△減少） 2,122 3,201

   受取利息及び受取配当金 △426 △688

   支払利息 7,122 15,014

   持分法による投資損益 1,812 3,081

   店舗撤退損失 19,485 -

   投資有価証券売却益 - △30,489

   減損損失 - 109,454

   関係会社整理損 449 -

   売上債権の増減額（△増加） △69,094 △99,940

   たな卸資産の増減額（△増加） △7,108 △42,831

   前払費用の増減額（△増加） △34,548 3,574

   仕入債務の増減額（△減少） 47,614 △1,418

   未払金の増減額（△減少） 27,394 54,046

   未払費用の増減額（△減少） 14,564 △1,864

   未払消費税等の増減額（△減少） △27,631 47,770

   前受金の増減額（△減少） △21,721 6,267

   その他 △14,119 △896

    小計 241,653 415,687

   利息及び配当金の受取額 426 688

   利息の支払額 △6,911 △15,551

   法人税等の支払額 △70,436 △81,028

   営業活動によるキャッシュ・フロー 164,730 319,795

- 16 -



 
  

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預け入れによる支出 - △100,000

   有形固定資産の取得による支出 △85,014 △1,219,142

   無形固定資産の取得による支出 △77,409 △651

   投資有価証券の取得による支出 △19,500 △53,180

   投資有価証券の売却による収入 - 57,589

   新規連結子会社株式の取得による収入 ※３ 6,876 4,725

   関係会社株式の取得による支出 △9,500 △1,500

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売
   却による支出

- 227,545

   貸付による支出 △7,865 △3,500

   貸付金の回収による収入 8,780 194

   営業譲受による支出 ※２ △365,771 -

   長期前払費用の取得による支出 △93,439 △130,668

   敷金・保証金への支出 △47,465 △250,453

   その他 5,628 34,049

   投資活動によるキャッシュ・フロー △684,678 △1,434,993

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額(△減少) △80,000 △500

   長期借入れによる収入 547,750 735,108

   長期借入金の返済による支出 △141,215 △340,563

   株式の発行による収入 367,605 451,611

   社債の発行による収入 - 544,285

   配当金の支払額 △21,750 △25,713

   財務活動によるキャッシュ・フロー 672,390 1,364,228

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 - △2,386

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 152,442 246,644

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 515,300 667,743

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 667,743 914,387
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＜訂正後＞ 

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益 180,510 △379,694

   減価償却費 115,228 170,284

   貸倒引当金の増減額（△減少） 2,122 3,201

   受取利息及び受取配当金 △426 △688

   支払利息 7,122 15,014

   持分法による投資損益 1,812 3,081

   店舗撤退損失 19,485 -

   投資有価証券売却益 - △30,489

   減損損失 - 63,267

   関係会社整理損 449 -

   売上債権の増減額（△増加） △69,094 △99,940

   たな卸資産の増減額（△増加） △7,108 △42,831

   前払費用の増減額（△増加） △34,548 3,574

   仕入債務の増減額（△減少） 47,614 △1,418

   未払金の増減額（△減少） 27,394 54,046

   未払費用の増減額（△減少） 14,564 △1,864

   未払消費税等の増減額（△減少） △27,631 28,420

   前受金の増減額（△減少） △21,721 412,617

     役員賞与の支払額 - △6,000

   その他 △14,119 △89,895

    小計 241,653 100,687

   利息及び配当金の受取額 426 688

   利息の支払額 △6,911 △15,551

   法人税等の支払額 △70,436 △81,028

   営業活動によるキャッシュ・フロー 164,730 4,795
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前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預け入れによる支出 - △100,000

   有形固定資産の取得による支出 △85,014 △954,142

   無形固定資産の取得による支出 △77,409 △651

   投資有価証券の取得による支出 △19,500 △53,180

   投資有価証券の売却による収入 - 57,589

   新規連結子会社株式の取得による収入 ※３ 6,876 4,725

   関係会社株式の取得による支出 △9,500 △1,500

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売
   却による支出

- 227,545

   貸付による支出 △7,865 △3,500

   貸付金の回収による収入 8,780 194

   営業譲受による支出 ※２ △365,771 -

   長期前払費用の取得による支出 △93,439 △130,668

   敷金・保証金への支出 △47,465 △200,453

   その他 5,628 34,049

   投資活動によるキャッシュ・フロー △684,678 △1,119,993

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額(△減少) △80,000 △500

   長期借入れによる収入 547,750 735,108

   長期借入金の返済による支出 △141,215 △340,563

   株式の発行による収入 367,605 451,611

   社債の発行による収入 - 544,285

   配当金の支払額 △21,750 △25,713

   財務活動によるキャッシュ・フロー 672,390 1,364,228

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 - △2,386

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 152,442 246,644

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 515,300 667,743

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 667,743 914,387
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＜訂正前＞ 

 記載がありません。 

  

＜訂正後＞ 

 
  

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17年４月30日)

当連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30日)

―――――  当社グループは、当連結会計年度において、282,722

千円の営業損失、592,409千円の当期純損失を計上した

結果、純資産が大きく減少しております。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、営業利益を確保す

べく、売上に見合うコスト体制を築き、早期の黒字化を

目指しております。 

 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。

- 20 -



＜訂正前＞ 

 
  

注記事項

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30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 4,940千円

役員報酬 84,748

従業員給与 57,225

旅費交通費 14,182

地代家賃 27,667

減価償却費 12,533

報酬 97,847
  

※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 3,922千円

役員報酬 135,728

従業員給与 118,639

旅費交通費 20,807

地代家賃 34,094

減価償却費 5,472

報酬 54,985

 

※２ 店舗撤退損失の内訳

建物 4,219千円

長期前払費用 11,792

敷金・保証金 2,100

その他 1,374

  計 19,485

 
  
※３      ――――――――― 
  
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

※４      ――――――――― 
 

 
 

 

 

※２      ―――――――――

  
 
  
 
  
 

※３ 減損損失

当会計期間において、当社グループは以下の資産につ
いて減損損失を計上しております。

 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

本社 遊休資産
長期前払費用

62,400
（FC加盟金）

風月佐野店 直営店舗 建物 47,054

合計 109,454

 当社グループでは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピ

ングを行っており、遊休資産については当該資産単独で

グルーピングを行っております。 

 その結果、出店計画に見直しが生じた上記資産につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（109,454千円）として特別損失に計上してお

ります。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、売却や他への転用が困難な資産は０円とし

ております。

※４ 固定資産売却損の内訳

建物 10,624千円

工具・器具 253千円

長期前払費用 94千円

計 10,971千円

- 21 -



＜訂正後＞ 

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

当連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30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 4,940千円

役員報酬 84,748

従業員給与 57,225

旅費交通費 14,182

地代家賃 27,667

減価償却費 12,533

報酬 97,847
  

※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 3,922千円

役員報酬 135,728

従業員給与 118,639

旅費交通費 20,807

地代家賃 34,094

減価償却費 5,472

報酬 54,985

 

※２ 店舗撤退損失の内訳

建物 4,219千円

長期前払費用 11,792

敷金・保証金 2,100

その他 1,374

  計 19,485

 
※３      ――――――――― 
  
 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

※４      ――――――――― 
  
 
  
 
  
 
 
※５      ――――――――― 
 
 

 

※２      ―――――――――

  
 
  
 
 

※３ 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）

本社 遊休資産
長期前払費用

62,400
（FC加盟金）

風月佐野店 直営店舗 建物 867

合計 63,267

 当社グループでは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、主として店舗を基本単位としてグルーピ

ングを行っており、遊休資産については当該資産単独で

グルーピングを行っております。 

 その結果、出店計画に見直しが生じた上記資産につい

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失（63,267千円）として特別損失に計上しており

ます。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、売却や他への転用が困難な資産は０円とし

ております。

※４ 固定資産売却損の内訳

建物 10,624千円

工具・器具 253千円

長期前払費用 94千円

計 10,971千円

※５ 循環損失

 不適切な会計処理が行われていた疑いがあることが判

明し、当該内容について、平成21年12月１日付けで外部

調査委員会を設置しました。厳正な調査を進めた結果、

財務諸表等の訂正が必要な会計処理が見つかり、訂正し

た会計処理の一部を循環損失として特別損失に計上して

おります。
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当連結会計年度（自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30日） 

＜訂正前＞ 

 
 （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 ……………保険代理店事業等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,139,841千円）の主なものは、当社における余資運

用資金（現金及び預金）であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

  

セグメント情報

【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）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全 
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益  -

売上高  -

(1) 外部顧客に対する売
  上高

1,637,103 2,329,431 56,258 4,022,793          - 4,022,793

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

    -           -          -          -          -           -

計 1,637,103 2,329,431 56,258 4,022,793          - 4,022,793

営業費用 1,425,816 2,247,632 65,714 3,739,164          - 3,739,164

営業利益 
又は営業損失（△）

211,286 81,798 △ 9,456 283,629          - 283,629

Ⅱ．資産、減価償却費及び 
  資本的支出

資産 447,366 1,780,894 145,295 2,373,556 1,139,841 3,513,397

減価償却費 43,120 127,340 172 170,633 5,300 175,761

減損損失          - 109,454          - 109,454          - 109,454

資本的支出 59,078 666,332 3,613 725,410 3,613 729,024
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＜訂正後＞ 

 
 （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 ……………保険代理店事業等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,139,841千円）の主なものは、当社における余資運

用資金（現金及び預金）であります。 

４ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用とその償却費が含まれております。 

  

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）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する売
  上高

1,537,103 1,822,431 56,258 3,415,793          - 3,415,793

(2) セグメント間の内部
  売上高又は振替高

    -           -          -          -          -           -

計 1,537,103 1,822,431 56,258 3,415,793          - 3,415,793

営業費用 1,425,816 2,206,984 65,714 3,698,516          - 3,698,516

営業利益 
又は営業損失（△）

111,286 △384,552 △ 9,456 △282,722          - △282,722

Ⅱ．資産、減価償却費、減 
  損損失及び資本的支出

資産 447,366 1,501,817 145,295 2,094,479 1,139,841 3,234,320

減価償却費 43,120 121,691 172 164,984 5,300 170,284

減損損失          - 63,267          - 63,267          - 63,267

資本的支出 59,078 565,166 - 624,244 3,613 627,857
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＜訂正前＞ 

 
  

税効果会計関係

前連結会計年度 
(平成17年４月30日)

当連結会計年度 
(平成18年４月30日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

 未払事業税否認額 5,976千円

 賞与引当金否認額 26,491千円

 その他 8,072千円

繰延税金資産(流動)計 40,540千円

繰延税金資産(固定)

 減価償却超過額 11,083千円

 その他 3,335千円

繰延税金資産(固定)計 14,419千円

繰延税金負債(固定)

 その他有価証券評価差額金 2,686千円

繰延税金負債(固定)計 2,686千円

繰延税金資産(固定)の純額 11,733千円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税否認額 10,764千円

賞与引当金否認額 23,461千円

その他 8,670千円

繰延税金資産(流動)計 42,895千円

繰延税金資産(固定)

減価償却超過額 29,945千円

長期前払費用償却超過額 25,715千円

その他 12,355千円

繰延税金資産(固定)計 68,016千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下

のため、記載を省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

  

法定実効税率 40.7%

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.0%

住民税均等割等 5.7%

税効果を計上していない子会社の損失 12.6%

税効果を認識しない持分法損益 0.7%

その他 1.9%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 63.0%
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＜訂正後＞ 

 
  

以上 

前連結会計年度 
(平成17年４月30日)

当連結会計年度 
(平成18年４月30日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

 未払事業税否認額 5,976千円

 賞与引当金否認額 26,491千円

 その他 8,072千円

繰延税金資産(流動)計 40,540千円

繰延税金資産(固定)

 減価償却超過額 11,083千円

 その他 3,335千円

繰延税金資産(固定)計 14,419千円

繰延税金負債(固定)

 その他有価証券評価差額金 2,686千円

繰延税金負債(固定)計 2,686千円

繰延税金資産(固定)の純額 11,733千円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税否認額 10,764千円

賞与引当金否認額 23,461千円

その他 8,670千円

繰延税金資産(流動)小計 42,895千円

評価性引当金 △42,895千円

繰延税金資産(流動)計 -千円

繰延税金資産(固定)

減価償却超過額 29,945千円

長期前払費用償却超過額 25,715千円

繰越欠損金 31,404千円

その他 12,390千円

繰延税金資産(固定)小計 99,456千円

評価性引当金 △99,456千円

繰延税金資産(固定)計 -千円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が、法定実効税率の100分の５以下

のため、記載を省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

因となった主要な項目別の内訳

   当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計

上したため、記載を省略しております。
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