
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19年４月期中間決算短信（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10月中間期の連結業績（平成18年５月１日～平成18年10月31日） 
 (1) 連結経営成績 

＜訂正前＞ 

(注) 記載金額は百万円未満を切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19年４月期 中間決算短信（連結）」の一部訂正について

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年10月中間期 1,590 △12.3 △195 ― △216 ―

17年10月中間期 1,812 ― 56 ― 30 ―

18年４月期 4,022 61.6 283 25.8 251 25.5

中間（当期）純利益 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
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年10月中間期 △1,265 ― △208,902 24 ― ―

17年10月中間期 ４ ― 816 38 713 04

18年４月期 73 △31.7 11,763 74 10,009 67

(注) ① 持分法投資損益 18年10月中間期 △19百万円 17年10月中間期  △５百万円 18年４月期 △３百万円

② 期中平均株式数(連結) 18年10月中間期 6,057株 17年10月中間期 5,548株 18年４月期 5,752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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年10月中間期 1,530 13.5 △253 ― △274 ―

17年10月中間期 1,347 ― △346 ― △372 ―

18年４月期 3,415 37.2 △282 ─ △314 ─

中間（当期）純利益 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
百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年10月中間期 △764 ― △126,265 50 ― ―

17年10月中間期 △533 ― △96,168 56 ─ ─

18年４月期 △592 ─ △102,991 90 ─ ─

(注) ① 持分法投資損益 18年10月中間期 △19百万円 17年10月中間期  △５百万円 18年４月期 △３百万円

② 期中平均株式数(連結) 18年10月中間期 6,057株 17年10月中間期 5,548株 18年４月期 5,752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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率
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 (2) 連結財政状態 

＜訂正前＞ 

(注) 記載金額は百万円未満を切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捨てて表示しております。 

 

 
  

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

＜訂正前＞ 

(注) 記載金額は百万円未満を切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捨てて表示しております。 

   

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年10月中間期 2,812 50 1.8 6,955 33

17年10月中間期 3,334 1,238 37.1 207,849 34

18年４月期 3,513 1,307 37.2 219,398 78

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年10月中間期 6,079株 17年10月中間期 5,959株 18年４月期 5,959株

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

18年10月中間期 2,646 △115 △4.7 △20,277 12

17年10月中間期 3,100 700 22.6 117,553 58

18年４月期 3,234 641 19.8 107,622 17

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年10月中間期 6,079株 17年10月中間期 5,959株 18年４月期 5,959株

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10月中間期 △72 △761 287 369

17年10月中間期 146 △575 1,275 1,514

18年４月期 319 △1,434 1,364 914

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10月中間期 △387 △446 287 369

17年10月中間期 △96 △333 1,275 1,514

18年４月期 ４ △1,119 1,364 914
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＜訂正前＞ 

経営成績 

当中間会計期間におきましては、FC・直営関連事業においてフランチャイズの新規出店数が当初計画

を下回ったこと等の理由により、売上高は1,590百万円と当初計画を下回りました。その結果、フラン

チャイズ本部費用および全社販管費が過大となり、216百万円の経常損失が発生いたしました。 

また、当社が保有する店舗固定資産の減損処理を実施したこと等により、930百万円の特別損失が発

生いたしました。その結果、当中間純損失は1,265百万円となりました。 

  

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（プロ店長事業） 

  プロ店長事業につきましては、外食業界において人材支援のニーズが高いという現在のマーケット環

境にも後押しされ、常に95％を超える高い稼働率で支援を行ってまいりました。 

 また、ナレッジマネジメントの強化を推進した結果、コンサルティング要素の強いプロ店長支援が増

加するとともに、顧客からも副店長派遣や店舗スタッフ派遣とあわせてチームとして店舗改善をして欲

しいというニーズを数多く依頼されるようになってまいりました。 

 業績も順調に推移しており、当社のコア事業として今後も着実な収益拡大が見込めると考えておりま

す。 

■教育コンサルティング事業 

  教育コンサルティング事業につきましては、当社の展開するスクール事業であるフードビジネスアカ

デミー（FBA）の強化に向けて講座の充実を行いました。 

 また、外食企業に対する組織マネジメント強化プログラムや、店舗診断プログラムなど、プロ店長事

業とシナジーの高い新たな商品の開発を推進する等、今後の収益拡大に向けた準備を進めてまいりまし

た。 

■人材採用支援事業 

  人材採用支援事業につきましては、より事業シナジーを効かせ、サービス品質と収益性の向上を実現

するために、外食業界へとターゲット顧客を絞り込んだ営業活動を推進してまいりました。 

 また、これまでの主力商品であった、顧客の人事機能を一括して代行する「採用業務アウトソーシン

グ」から、店長派遣との相乗効果の高い「人材紹介サービス」へと主力商品の切り替えを開始いたしま

した。現時点では未だ赤字事業となっておりますが、徐々に収益性が改善され始めております。 

 これらの結果、人材関連事業の売上高は590百万円、営業利益は15百万円になりました。 

  

3. 経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

当中間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 

フランチャイズ本部事業につきましては、当初計画では当期末までに70店舗の出店を計画しておりま

したが、平成18年12月26日現在の当社のフランチャイズ店舗数は計19店舗（「スープカレー『心』」：

18店舗、「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」：１店舗）に留まり、当期末での出店計画の達成

は困難な状況にあります。そのため、フランチャイズ本部事業の売上高も大幅に計画未達となり、出店

拡大を見込んで強化していたフランチャイズ本部のコストを吸収しきれなくなってしまいました。 

  今後は、一旦本部機能を現在の出店数に見合った適正サイズにまで縮小し、小さなFC本部へと転換し

ていくことが必要と考えております。また、直営店舗を活用して既存業態のブラッシュアップを推進

し、出店の加速に向けた基盤を構築していく計画です。 

  

■直営店舗運営事業 

直営店舗運営事業につきましては、「スープカレー『心』」、「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ

風月」の業態力向上に向けた様々な取組みを進めてまいりました。平成18年12月26日現在の当社の直営

店舗数は計17店舗（「スープカレー『心』」：８店舗、「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」：

４店舗、その他ブランド：５店舗）となっております。 

 また、当社グループ企業としてオリジナルコンセプトレストランを運営する㈱Hugeについては、当上

半期には、平成18年４月に東京都中央区銀座に出店したファインダイニング「DAZZLE」の出店費用を計

上しましたが、日々の店舗業績は順調に推移しており、当下半期以降の業績貢献を予定しております。

  これらの結果、FC・直営関連事業の売上高は994百万円、営業損失は215百万円になりました。 

  

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４百万円、営業利益は４百万円になりました。 
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＜訂正後＞ 

経営成績 

当中間連結会計期間におきましては、FC・直営関連事業においてフランチャイズの新規出店数が当初

計画を下回ったこと等の理由により、売上高は1,530百万円と当初計画を下回りました。その結果、フ

ランチャイズ本部費用および全社販管費が過大となり、274百万円の経常損失が発生いたしました。 

また、当社が保有する店舗固定資産の減損処理を実施したこと等により、483百万円の特別損失が発

生いたしました。その結果、当中間純損失は764百万円となりました。 

  

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（プロ店長事業） 

  プロ店長事業につきましては、外食業界において人材支援のニーズが高いという現在のマーケット環

境にも後押しされ、常に95％を超える高い稼働率で支援を行ってまいりました。 

 また、ナレッジマネジメントの強化を推進した結果、コンサルティング要素の強いプロ店長支援が増

加するとともに、顧客からも副店長派遣や店舗スタッフ派遣とあわせてチームとして店舗改善をして欲

しいというニーズを数多く依頼されるようになってまいりました。 

 業績も順調に推移しており、当社のコア事業として今後も着実な収益拡大が見込めると考えておりま

す。 

■教育コンサルティング事業 

  教育コンサルティング事業につきましては、当社の展開するスクール事業であるフードビジネスアカ

デミー（FBA）の強化に向けて講座の充実を行いました。 

 また、外食企業に対する組織マネジメント強化プログラムや、店舗診断プログラムなど、プロ店長事

業とシナジーの高い新たな商品の開発を推進する等、今後の収益拡大に向けた準備を進めてまいりまし

た。 

■人材採用支援事業 

  人材採用支援事業につきましては、より事業シナジーを効かせ、サービス品質と収益性の向上を実現

するために、外食業界へとターゲット顧客を絞り込んだ営業活動を推進してまいりました。 

 また、これまでの主力商品であった、顧客の人事機能を一括して代行する「採用業務アウトソーシン

グ」から、店長派遣との相乗効果の高い「人材紹介サービス」へと主力商品の切り替えを開始いたしま

した。現時点では未だ赤字事業となっておりますが、徐々に収益性が改善され始めております。 

 これらの結果、人材関連事業の売上高は590百万円、営業利益は15百万円になりました。 

  

当中間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 

フランチャイズ本部事業につきましては、当初計画では当期末までに70店舗の出店を計画しておりま

したが、平成18年12月26日現在の当社のフランチャイズ店舗数は計19店舗（「スープカレー『心』」：

18店舗、「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」：１店舗）に留まり、当期末での出店計画の達成

は困難な状況にあります。そのため、フランチャイズ本部事業の売上高も大幅に計画未達となり、出店

拡大を見込んで強化していたフランチャイズ本部のコストを吸収しきれなくなってしまいました。 

  今後は、一旦本部機能を現在の出店数に見合った適正サイズにまで縮小し、小さなFC本部へと転換し

ていくことが必要と考えております。また、直営店舗を活用して既存業態のブラッシュアップを推進

し、出店の加速に向けた基盤を構築していく計画です。 

  

■直営店舗運営事業 

直営店舗運営事業につきましては、「スープカレー『心』」、「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ

風月」の業態力向上に向けた様々な取組みを進めてまいりました。平成18年12月26日現在の当社の直営

店舗数は計17店舗（「スープカレー『心』」：８店舗、「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」：

４店舗、その他ブランド：５店舗）となっております。 

 また、当社グループ企業としてオリジナルコンセプトレストランを運営する㈱Hugeについては、当上

半期には、平成18年４月に東京都中央区銀座に出店したファインダイニング「DAZZLE」の出店費用を計

上しましたが、日々の店舗業績は順調に推移しており、当下半期以降の業績貢献を予定しております。

  これらの結果、FC・直営関連事業の売上高は934百万円、営業損失は272百万円になりました。 

  

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４百万円、営業利益は４百万円になりました。 
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＜訂正前＞ 

当中間連結会計年度末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末

に比べ544百万円減少し369百万円となりました。 

 当中間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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少は72百万円（前中間連結会計年度は146百万円の増加）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1,147百万円計上したこと、法人税等の支払額126百万円の

支出要因があった一方で、非資金費用として減損損失を372百万円、減価償却費を124百万円計上したこ

とによるものです。 

（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761百万円（前中間連結会計年度は575百万円の支出）となりました。

 これは主として固定資産の取得による支出164百万円、関係会社等に対する貸付金による支出521百万

円があったことによるものです。 

（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、287百万円（前中間連結会計年度は1,275百万円の増加）となりま

した。 

  

＜訂正後＞ 

当中間連結会計期間末における現金および現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末

に比べ544百万円減少し369百万円となりました。 

 当中間連結会計期間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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少は387百万円（前中間連結会計期間は96百万円の減少）となりました。 

 これは主として税金等調整前中間純損失を757百万円計上したこと、法人税等の支払額126百万円の支

出要因があった一方で、非資金費用として減損損失を372百万円、減価償却費を121百万円計上したこと

によるものです。 

（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446百万円（前中間連結会計期間は333百万円の支出）となりました。

 これは主として固定資産の取得による支出209百万円、関係会社等に対する貸付金による支出161百万

円があったことによるものです。 

（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、287百万円（前中間連結会計期間は1,275百万円の増加）となりま

した。 

(2) 財政状態
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＜訂正前＞ 

４. 中間連結財務諸表等

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17年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※５ 1,514,602 469,519 1,014,387

 ２ 受取手形及び売掛金 253,307 202,806 290,509

 ３ たな卸資産 23,755 21,484 53,380

 ４ 短期貸付金 - 400,000 -

 ５ 繰延税金資産 41,030 - 42,895

 ６ その他 106,662 265,647 137,365

 ７ 貸倒引当金 △ 6,519 △33,278 △4,835

   流動資産合計 1,932,838 58.0 1,326,179 47.2 1,533,702 43.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (１) 建物及び構築物 472,421 514,972 523,550

  (２) その他 150,384 156,308 530,902

   有形固定資産合計 622,806 18.7 671,281 23.9 1,054,453 30.0

 ２ 無形固定資産

  (１) 営業権 83,089 - 71,219

  (２) 連結調整勘定 - - 30,831

  (３) のれん - 30,088 -

  (４) その他 46,147 105,601 36,662

   無形固定資産合計 129,237 3.9 135,689 4.8 138,713 4.0

 ３ 投資その他の資産

  (１) 投資有価証券 ※２ 77,371 110,514 102,182

  (２) 関係会社長期 
     貸付金

- 149,679 66,666

  (３) 長期前払費用 242,009 119,947 180,481

  (４) 敷金・保証金 296,890 291,361 369,171

  (５) 繰延税金資産 33,686 - 68,016

  (６) その他 2,645 75,336 4,664

  (７) 貸倒引当金 △ 2,643 △67,688 △4,654

   投資その他の資産 
   合計

649,961 19.4 679,150 24.1 786,528 22.3

   固定資産合計 1,402,004 42.0 1,486,121 52.8 1,979,695 56.3

   資産合計 3,334,843 100.0 2,812,301 100.0 3,513,397 100.0
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＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間末
 (平成17年10月31日)

当中間連結会計期間末
 (平成18年10月31日)

前連結会計年度の
 要約連結貸借対照表 
 (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
 (％)

金額(千円)
構成比
 (％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※５ 1,514,602 469,519 1,014,387

 ２ 受取手形及び売掛金 253,307 202,806 290,509

 ３ たな卸資産 23,755 21,484 53,380

 ４ 短期貸付金 - 40,000 -

 ５ 仮払金 - 410,000 -

 ６ その他 188,162 265,647 232,365

 ７ 貸倒引当金 △ 6,519 △33,278 △4,835

   流動資産合計 1,973,308 63.6 1,376,179 52.0 1,585,806 49.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (１) 建物及び構築物 372,904 419,426 425,385

  (２) その他 59,104 86,308 415,902

   有形固定資産合計 432,008 13.9 505,735 19.1 841,288 26.0

 ２ 無形固定資産

  (１) 営業権 83,089 - 71,219

  (２) 連結調整勘定 - - 30,831

  (３) のれん - 30,088 -

  (４) その他 46,147 105,601 36,662

   無形固定資産合計 129,237 4.2 135,689 5.1 138,713 4.3

 ３ 投資その他の資産

  (１) 投資有価証券 ※２ 77,371 110,514 102,182

  (２) 関係会社長期 
      貸付金

- 149,679 66,666

  (３) 長期前払費用 242,009 119,947 180,481

  (４) 敷金・保証金 246,890 241,361 319,171

  (５) その他 2,645 75,336 4,664

  (６) 貸倒引当金 △ 2,643 △67,688 △4,654

   投資その他の資産 
    合計

566,274 18.3 629,150 23.8 668,512 20.7

   固定資産合計 1,127,520 36.4 1,270,575 48.0 1,648,514 51.0

   資産合計 3,100,828 100.0 2,646,755 100.0 3,234,320 100.0
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＜訂正前＞ 

前中間連結会計期間末
(平成17年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

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 133,157 99,622 65,540

 ２ 短期借入金 1,500 - 100,000

 ３ 一年以内返済予定 
   長期借入金

256,220 448,892 298,360

 ４ 未払金 266,696 293,479 166,737

 ５ 未払費用 82,473 45,667 90,170

 ６ 未払法人税等 44,368 13,420 132,944

 ７ 前受金 - 410,994 32,628

 ８ その他 74,829 54,109 55,650

   流動負債合計 859,244 25.8 1,366,186 48.6 942,033 26.8

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 550,000 616,600 550,000

 ２ 長期借入金 672,850 716,948 666,710

 ３ 連結調整勘定 1,417 - -

 ４ その他 8,300 62,032 24,300

   固定負債合計 1,232,567 37.0 1,395,580 49.6 1,241,010 35.3

   負債合計 2,091,812 62.8 2,761,766 98.2 2,183,043 62.1

(少数株主持分)

  少数株主持分 4,456 0.1 - - 22,956 0.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※３ 589,076 17.6 - - 589,076 16.7

Ⅱ 資本剰余金 487,076 14.6 - - 487,076 13.9

Ⅲ 利益剰余金 162,421 4.9 - - 231,244 6.6

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

- - - - - -

   資本合計 1,238,574 37.1 - - 1,307,397 37.2

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

3,334,843 100.0 - - 3,513,397 100.0
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＜訂正後＞ 

 
  

前中間連結会計期間末
(平成17年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

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 93,157 99,622 65,540

 ２ 短期借入金 1,500 - 100,000

 ３ 一年以内返済予定 
   長期借入金

256,220 448,892 298,360

 ４ 未払金 266,696 146,479 166,737

 ５ 未払費用 82,473 45,667 90,170

 ６ 未払法人税等 44,368 13,420 132,944

 ７ 前受金 403,975 580,344 438,978

 ８ その他 14,912 31,759 36,300

   流動負債合計 1,163,302 37.5 1,366,186 51.6 1,329,033 41.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 550,000 616,600 550,000

 ２ 長期借入金 672,850 716,948 666,710

 ３ 連結調整勘定 1,417 - -

 ４ その他 8,300 62,032 24,300

   固定負債合計 1,232,567 39.8 1,395,580 52.7 1,241,010 38.4

   負債合計 2,395,870 77.3 2,761,766 104.3 2,570,043 79.5

(少数株主持分)

  少数株主持分 4,456 0.1 - - 22,956 0.7

(資本の部)

Ⅰ 資本金 ※３ 589,076 19.0 - - 589,076 18.2

Ⅱ 資本剰余金 487,076 15.7 - - 487,076 15.0

Ⅲ 利益剰余金 △375,651 △12.1 - - △434,832 △13.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

- - - - - -

   資本合計 700,501 22.6 - - 641,320 19.8

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計

3,100,828 100.0 - - 3,234,320 100.0
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間末
(平成17年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ※３ - 607,076 21.6 -

 ２ 資本剰余金 - 505,076 18.0 -

 ３ 利益剰余金 - △1,069,871 △38.1 -

 ４ 自己株式 - - - -

   株主資本合計 - - 42,281 1.5 - -

Ⅱ 新株予約権 - - - - - -

Ⅲ 少数株主持分 - - 8,253 0.3 - -

   純資産合計 - - 50,534 1.8 - -

   負債・純資産合計 - - 2,812,301 100.0 - -

前中間連結会計期間末
(平成17年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ※３ - 607,076 22.9 -

 ２ 資本剰余金 - 505,076 19.1 -

 ３ 利益剰余金 - △1,235,417 △46.6 -

 ４ 自己株式 - - - -

   株主資本合計 - - △123,264 △4.6 - -

Ⅱ 新株予約権 - - - - - -

Ⅲ 少数株主持分 - - 8,253 0.3 - -

   純資産合計 - - △115,011 △4.3 - -

   負債・純資産合計 - - 2,646,755 100.0 - -
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＜訂正前＞ 

 
  

② 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(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
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,812,845 100.0 1,590,311 100.0 4,022,793 100.0

Ⅱ 売上原価 1,465,216 80.8 1,550,870 97.5 3,115,258 77.4

  売上総利益 347,629 19.2 39,440 2.5 907,534 22.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 290,996 16.1 235,096 14.8 623,905 15.5

  営業利益(△営業損失) 56,632 3.1 △195,655 △12.3 283,629 7.1

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び 
   受取配当金

25 7,033 688

 ２ 受取補償金 623 - 869

 ３ 還付加算金 245 - 245

 ４ 為替差益 - 1,413 -

 ５ 連結調整勘定償却額 157 - 315

 ６ その他 465 1,515 0.1 1,346 9,793 0.6 4,126 6,244 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 8,280 8,802 15,014

 ２ 新株発行費 7,991 - 8,220

 ３ 社債発行費 5,714 1,909 5,714

 ４ 持分法による 
   投資損失

5,495 19,880 3,081

 ５ その他 103 27,585 1.5 533 31,125 2.0 6,194 38,226 1.0

  経常利益(△経常損失) 30,563 1.7 △216,986 △13.7 251,646 6.3

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 30,489 - 30,489

 ２ 役員保険解約返戻金 - 30,489 1.7 - - - 13,761 44,250 1.1

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ 36,400 372,775 109,454

 ２ 固定資産売却損 - - 10,971

 ３ 事業改革損 - 447,000 -

 ４ その他の特別損失 - 36,400 2.0 110,855 930,630 58.5 - 120,426 3.0

 税金等調整前中間(当期) 
 純利益(△純損失)

24,652 1.4 △1,147,617 △72.2 175,470 4.4

   法人税、住民税 
   及び事業税

40,693 6,874 166,715

   法人税等調整額 △ 19,976 20,716 1.1 110,911 117,786 7.4 △56,170 110,544 2.8

  少数株主損失 593 0.0 83 0.0 8,741 0.2

  中間(当期)純利益  
 (△純損失)

4,529 0.3 △1,265,320 △79.6 73,667 1.8
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＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(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
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,347,845 100.0 1,530,311 100.0 3,415,793 100.0

Ⅱ 売上原価 1,403,571 104.1 1,548,251 101.2 3,074,610 90.0

  売上総利益 △55,725 △4.1 △17,939 △1.2 341,183 10.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 290,996 21.6 235,096 15.3 623,905 18.3

  営業利益(△営業損失) △346,722 △25.7 △253,035 △16.5 △282,722 △8.3

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び 
   受取配当金

25 7,033 688

 ２ 受取補償金 623 - 869

 ３ 還付加算金 245 - 245

 ４ 為替差益 - 1,413 -

 ５ 連結調整勘定償却額 157 - 315

 ６ その他 465 1,515 0.1 1,346 9,793 0.6 4,126 6,244 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 8,280 8,802 15,014

 ２ 新株発行費 7,991 - 8,220

 ３ 社債発行費 5,714 1,909 5,714

 ４ 持分法による 
   投資損失

5,495 19,880 3,081

 ５ その他 103 27,585 2.1 533 31,125 2.0 6,194 38,226 1.1

  経常利益(△経常損失) △372,791 △27.7 △274,367 △17.9 △314,704 △9.2

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 30,489 - 30,489

 ２ 役員保険解約返戻金 - 30,489 2.3 - - - 13,761 44,250 1.3

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ 36,400 372,775 63,267

 ２ 固定資産売却損 - - 10,971

 ３ 事業改革損 - - -

 ４ 循環損失 ※３ 60,000 - 35,000

 ５ その他の特別損失 - 96,400 7.2 110,855 483,630 31.6 - 109,239 3.2

 税金等調整前中間(当期) 
 純利益(△純損失)

△438,702 △32.6 △757,998 △49.5 △379,694 △11.1

   法人税、住民税 
   及び事業税

40,693 6,874 166,715

   法人税等調整額 54,740 95,433 7.1 - 6,874 0.5 54,740 221,456 6.5

  少数株主損失 593 0.0 83 0.0 8,741 0.3

  中間(当期)純利益  
 (△純損失)

△533,543 △39.6 △764,790 △50.0 △592,409 △17.3
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＜訂正前＞ 

 
  

③ 中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間

(自 平成17年５月１日

至 平成17年10月31日)

前連結会計年度

(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 257,275 257,275

Ⅱ 資本剰余金増加高

 1. 増資による新株の発行 224,814 224,814

 2. 新株予約権の権利行使による増加 4,987 229,801 4,987 229,801

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高 487,076 487,076

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 190,641 190,641

Ⅱ 利益剰余金増加高

 1. 中間(当期)純利益 4,529 4,529 73,667 73,667

Ⅲ 利益剰余金減少高

 1. 配当金 26,750 26,750

 2. 役員賞与 6,000 6,000

 3. 連結除外に伴う利益剰余金減少高 - 32,750 315 33,065

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 162,421 231,244
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＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間

(自 平成17年５月１日

至 平成17年10月31日)

前連結会計年度

(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 257,275 257,275

Ⅱ 資本剰余金増加高

 1. 増資による新株の発行 224,814 224,814

 2. 新株予約権の権利行使による増加 4,987 229,801 4,987 229,801

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高 487,076 487,076

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 190,641 190,641

Ⅱ 利益剰余金増加高

 1. 中間(当期)純利益 △533,543 △533,543 △592,406 △592,406

Ⅲ 利益剰余金減少高

 1. 配当金 26,750 26,750

 2. 役員賞与 6,000 6,000

 3. 連結除外に伴う利益剰余金減少高 - 32,750 315 33,065

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高 △375,651 △434,832

- 16 -



当中間連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日) 

＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

④ 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18年４月30日残高（千円） 589,076 487,076 231,244 1,307,397 22,956 1,330,354

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 18,000 18,000 - 36,000 - 36,000

 剰余金の配当 - - △ 29,795 △ 29,795 - △ 29,795

 役員賞与 - - △ 6,000 △ 6,000 - △ 6,000

 中間純損失 - - △ 1,265,320 △ 1,265,320 - △ 1,265,320

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)
- - - - △ 14,703 △ 14,703

中間連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
18,000 18,000 △ 1,301,115 △ 1,265,115 △ 14,703 △ 1,279,818

平成18年10月31日残高(千円) 607,076 505,076 △ 1,069,871 42,281 8,253 50,534

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18年４月30日残高（千円） 589,076 487,076 △434,832 641,320 22,956 664,277

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 18,000 18,000 - 36,000 - 36,000

 剰余金の配当 - - △ 29,795 △ 29,795 - △ 29,795

 役員賞与 - - △ 6,000 △ 6,000 - △ 6,000

 中間純損失 - - △ 764,790 △ 764,790 - △ 764,790

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)
- - - - △ 14,703 △ 14,703

中間連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
18,000 18,000 △ 800,585 △ 764,585 △ 14,703 △ 779,288

平成18年10月31日残高(千円) 607,076 505,076 △ 1,235,417 △123,264 8,253 △115,011
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＜訂正前＞ 

⑤ 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17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10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) 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）純利益 
   （△純損失）

24,652 △ 1,147,617 175,470

   減価償却費 79,155 124,099 175,933

   減損損失 36,400 372,775 109,454

   貸倒引当金の増減額（△減少） 2,874 91,633 3,201

   受取利息及び受取配当金 △ 25 △ 7,033 △ 688

   支払利息 8,280 8,802 15,014

   持分法による投資損益 5,495 19,880 3,081

   投資有価証券売却益 △ 30,489 - △ 30,489

   売上債権の増減額（△増加） △ 63,351 65,936  △ 99,940

   たな卸資産の増減額（△増加） △ 15,603 45,051 △ 42,831

   前払費用の増減額（△増加） △ 23,051 △ 5,776 3,574

   仕入債務の増減額（△減少） 66,541 35,077 △ 1,418

   未払金の増減額（△減少） 26,036 128,661 54,046

   未払費用の増減額（△減少） △ 11,010 △ 42,417 △ 1,864

   未払消費税等の増減額（△減少） 25,316 △ 31,721 47,770

   前受金の増減額（△減少） 96 378,365 6,267

   役員賞与の支払額 △ 6,000 △ 6,000 △ 6,000

   その他 74,089 26,161 5,104

    小計 199,408 55,879 415,687

   利息及び配当金の受取額 25 7,033 688

   利息の支払額 △ 8,277 △ 9,003 △ 15,551

   法人税等の支払額 △ 44,756 △ 126,058  △ 81,028

   営業活動によるキャッシュ・フロー 146,399 △ 72,149 319,795

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 △ 349,109 △ 85,630 △ 1,219,142

   無形固定資産の取得による支出 - △ 78,977 △ 651

   無形固定資産の売却による収入 3,850 - -

   投資有価証券の取得による支出 △ 32,180 - △ 53,180

   投資有価証券の売却による収入 35,589 - 57,589

   新規連結子会社株式の取得による 
   収入

- - 4,725

   関係会社株式の取得による支出 △ 1,500 - △ 1,500

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式 
      の売却による収入（△支出）

- △ 59,742 227,545

   貸付による支出 - △ 521,345 △ 3,500

   貸付金の回収による収入 188 - 194

   長期前払費用の取得による支出 △ 124,319 - △ 130,668

   敷金・保証金への支出 △ 110,558 △ 11,954 △ 250,453

   その他 2,567 △ 3,914 34,049

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 575,471 △ 761,564 △ 1,434,993
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前中間連結会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10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) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額（△減少） - △ 100,000 △ 500

   長期借入れによる収入 500,000 500,000 735,108

   長期借入金の返済による支出 △ 194,465 △ 218,170 △ 340,563

   株式の発行による収入 451,611 36,000 451,611

   社債の発行による収入 544,285 98,090 544,285

   配当金の支払額 △ 25,502 △ 28,488 △ 25,713

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,275,930 287,432 1,364,228

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 - 1,413 △ 2,386

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額（△減少）

846,858 △ 544,868 246,644

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 667,743 914,387 667,743

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 1,514,602 369,519 914,387
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＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10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) 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）純利益 
   （△純損失）

△ 438,702 △ 757,998 △ 379,694

   減価償却費 77,510 121,480 170,284

   減損損失 36,400 372,775 63,267

   貸倒引当金の増減額（△減少） 2,874 91,633 3,201

   受取利息及び受取配当金 △ 25 △ 7,033 △ 688

   支払利息 8,280 8,802 15,014

   持分法による投資損益 5,495 19,880 3,081

   投資有価証券売却益 △ 30,489 - △ 30,489

   売上債権の増減額（△増加） △ 63,351 65,936  △ 99,940

   たな卸資産の増減額（△増加） △ 15,603 45,051 △ 42,831

   前払費用の増減額（△増加） △ 23,051 △ 5,776 3,574

   仕入債務の増減額（△減少） 26,541 35,077 △ 1,418

   未払金の増減額（△減少） 26,036 △ 18,338 54,046

   未払費用の増減額（△減少） △ 11,010 △ 42,417 △ 1,864

   未払消費税等の増減額（△減少） 7,124 △ 34,721 28,420

   前受金の増減額（△減少） 362,346 141,365 412,617

   役員賞与の支払額 △ 6,000 △ 6,000 △ 6,000

   その他 △ 7,410 △ 288,383 △ 89,895

    小計 △ 43,033 △ 259,120 100,687

   利息及び配当金の受取額 25 7,033 688

   利息の支払額 △ 8,277 △ 9,003 △ 15,551

   法人税等の支払額 △ 44,756 △ 126,058  △ 81,028

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 96,042 △ 387,149 4,795

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 △ 156,667 △130,630 △ 954,142

   無形固定資産の取得による支出 - △78,977 △ 651

   無形固定資産の売却による収入 3,850 - -

   投資有価証券の取得による支出 △ 32,180 - △ 53,180

   投資有価証券の売却による収入 35,589 - 57,589

   新規連結子会社株式の取得による 
   収入

- - 4,725

   関係会社株式の取得による支出 △ 1,500 - △ 1,500

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式 
      の売却による収入（△支出）

- △ 59,742 227,545

   貸付による支出 - △ 161,345 △ 3,500

   貸付金の回収による収入 188 - 194

   長期前払費用の取得による支出 △ 124,319 - △ 130,668

   敷金・保証金への支出 △ 60,558 △ 11,954 △ 200,453

   その他 2,567 △ 3,914 34,049

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 333,029 △ 446,564 △ 1,119,993
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前中間連結会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10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) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の純増減額（△減少） - △ 100,000 △ 500

   長期借入れによる収入 500,000 500,000 735,108

   長期借入金の返済による支出 △ 194,465 △ 218,170 △ 340,563

   株式の発行による収入 451,611 36,000 451,611

   社債の発行による収入 544,285 98,090 544,285

   配当金の支払額 △ 25,502 △ 28,488 △ 25,713

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,275,930 287,432 1,364,228

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 - 1,413 △ 2,386

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額（△減少）

846,858 △ 544,868 246,644

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 667,743 914,387 667,743

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 1,514,602 369,519 914,387
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＜訂正前＞ 

 
  

＜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

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度
(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、当中間連結会計

期間において、195,655千円の営業

損失、1,265,320千円の多額の中間

純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、当該事項を解消

し、経営体質の改善を図るため「新

中期経営計画」を策定いたしまし

た。また、第三者割当増資による財

務体質の強化を検討しております。

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。

―――――

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度
(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、当中間連結会計

期間において、346,722千円の営業

損失、533,543千円の中間純損失を

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、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。

当社グループは、当中間連結会計

期間において、253,035千円の営業

損失、764,790千円の多額の中間純

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、当該事項を解消

し、経営体質の改善を図るため「新

中期経営計画」を策定いたしまし

た。また、第三者割当増資による財

務体質の強化を検討しております。

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。

 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。
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＜訂正前＞ 

 
  

会計処理の変更

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前中間純

利益は36,400千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は42,281千円であります。

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

（中間連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当中間連結会計期間から「のれ

ん」として表示しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面

の扱い） 

 当中間連結会計期間から、「繰延

資産の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18

年８月11日 実務対応報告第19号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益

が109,454千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。
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＜訂正後＞ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前中間純

利益は36,400千円減少しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）、「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は△123,264千円でありま

す。

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間連結会計期間から「企業結

合に係る会計基準」（企業会計審議

会 平成15年10月31日）及び「事業

分離等に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日

企業会計基準第７号）並びに「企業

結合会計基準及び事業分離等会計基

準に関する適用指針」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

（中間連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当中間連結会計期間から「のれ

ん」として表示しております。

（繰延資産の会計処理に関する当面

の扱い） 

 当中間連結会計期間から、「繰延

資産の会計処理に関する当面の取扱

い」（企業会計基準委員会 平成18

年８月11日 実務対応報告第19号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益

が63,267千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

表示方法の変更

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

――――――  前中間連結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「前受金」（前
中間連結会計期間 41,725千円）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。 

――――――

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

―――――― （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「仮払金」（前中間連結
会計期間  81,500千円）について
は、総資産額の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。

（貸借対照表） 
 前連結会計年度において流動負債
の「その他」に含めて表示しており
ました「前受金」（前連結会計年度
41,629千円）については、負債及び
純資産総額の合計額の100分の５超
となったため、当連結会計年度より
区分掲記しております。
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＜訂正前＞ 

 
  

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17年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

前連結会計年度末 
(平成18年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      47,436千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       126,501千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       73,514千円

※２ 関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 3,691千円

 

※２ 関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 39,834千円

※２ 関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 29,502千円

※３ 当社の発行済株式総数は普通

株式5,959株であります。

※３ 当社の発行済株式総数は普通

株式6,079株であります。

※３ 当社の発行済株式総数は普通

株式5,959株であります。

 ４ 保証債務 

下記取引先の割賦債務及びリース債

務に対し債務保証を行っておりま

す。    

    ㈱フーズ・ワン  61,950千円

 ４ 保証債務 

下記取引先に対し債務保証を行って

おります。   

  (1) 店舗など賃貸借契約に対す 

       る保証 

  ㈱Huge      26,540千円 

  (2) 割賦債務及びリース債務に 

       対する保証 

    ㈱フーズ・ワン  49,350千円

４ 保証債務 

下記取引先に対し債務保証を行って

おります。   

   (1) 店舗など賃貸借契約に対す 

       る保証 

  ㈱Huge      508,698千円 

  (2) 割賦債務及びリース債務に 

       対する保証 

    ㈱フーズ・ワン  55,650千円

 ※５ 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   20,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であ

ります。）

  ※５ 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。）

 ※５ 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。）
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＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間末
(平成17年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

前連結会計年度末 
(平成18年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      45,791千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       120,881千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       70,513千円

※２ 関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 3,691千円

 

※２ 関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 39,834千円

※２ 関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 29,502千円

※３ 当社の発行済株式総数は普通

株式5,959株であります。

※３ 当社の発行済株式総数は普通

株式6,079株であります。

※３ 当社の発行済株式総数は普通

株式5,959株であります。

 ４ 保証債務 

下記取引先の割賦債務及びリース債

務に対し債務保証を行っておりま

す。    

    ㈱フーズ・ワン  61,950千円

 ４ 保証債務 

下記取引先に対し債務保証を行って

おります。   

  (1) 店舗など賃貸借契約に対す 

       る保証 

  ㈱Huge      26,540千円 

  (2) 割賦債務及びリース債務に 

       対する保証 

    ㈱フーズ・ワン  49,350千円

４ 保証債務 

下記取引先に対し債務保証を行って

おります。   

   (1) 店舗など賃貸借契約に対す 

       る保証 

  ㈱Huge      508,698千円 

  (2) 割賦債務及びリース債務に 

       対する保証 

    ㈱フーズ・ワン  55,650千円

 ※５ 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   20,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であ

ります。）

  ※５ 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。）

 ※５ 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。）
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＜訂正前＞ 

(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
  至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
  至 平成18年10月31日)

前連結会計年度 
(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

3,504千円

役員報酬 67,943千円

従業員給与 50,544千円

旅費交通費 10,547千円

地代家賃 16,778千円

減価償却費 1,202千円

報酬 29,788千円
 

※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

4,042千円

役員報酬 64,476千円

従業員給与 41,289千円

旅費交通費 11,011千円

地代家賃 10,153千円

減価償却費 668千円

報酬 28,114千円
 

※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

3,922千円

役員報酬 135,728千円

従業員給与 118,639千円

旅費交通費 20,807千円

地代家賃 34,094千円

減価償却費 5,472千円

報酬 54,985千円
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
  至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
  至 平成18年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
  至 平成18年４月30日)

 

※２ 減損損失

 当中間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)

㈱ リン 
ク・ワン

遊休 
資産

長期前払費用 
(FC加盟金)

36,400

 

※２ 減損損失 

 当中間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
48,312

大阪府 店舗
建物、リース

資産等
46,871

静岡県
転貸

資産
建物等 97,007

愛知県
転貸

資産
建物等 154,284

栃木県 店舗 長期前払費用 1,633

㈱ リン 

ク・ワン

遊休

資産
長期前払費用 24,666

合計 372,775

 

※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)

㈱ リン 

ク・ワン

遊休

資産

長期前払費用 

(FC加盟金)
62,400

風月 

佐野店

直営 

店舗
 建物 47,054

   合計 109,454

 当社グループは、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（36,400千円）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。

 当社グループは、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。 

  

 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（372,775千

円）として特別損失に計上しており

ます。 

 減損損失の内訳は、建物247,862

千円、工具器具52,771千円、営業権

23,739千円、長期前払費用29,369千

円、リース資産19,032千円でありま

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。

 当社グループは、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。
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＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
  至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
  至 平成18年10月31日)

前連結会計年度 
(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

3,504千円

役員報酬 67,943千円

従業員給与 50,544千円

旅費交通費 10,547千円

地代家賃 16,778千円

減価償却費 1,202千円

報酬 29,788千円
 

※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

6,371千円

役員報酬 45,632千円

従業員給与 41,289千円

旅費交通費 11,011千円

地代家賃 10,153千円

減価償却費 668千円

報酬 28,114千円
 

※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

3,922千円

役員報酬 135,728千円

従業員給与 118,639千円

旅費交通費 20,807千円

地代家賃 34,094千円

減価償却費 5,472千円

報酬 54,985千円
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
  至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
  至 平成18年10月31日)

前連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
  至 平成18年４月30日)

 

※２ 減損損失

 当中間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)

㈱ リン 
ク・ワン

遊休 
資産

長期前払費用 
(FC加盟金)

36,400

 

※２ 減損損失 

 当中間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
48,312

大阪府 店舗
建物、リース

資産等
46,871

静岡県
転貸

資産
建物等 97,007

愛知県
転貸

資産
建物等 154,284

栃木県 店舗 長期前払費用 1,633

㈱ リン 

ク・ワン

遊休

資産
長期前払費用 24,666

合計 372,775

 

※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)

㈱ リン 

ク・ワン

遊休

資産

長期前払費用 

(FC加盟金)
62,400

風月 

佐野店

直営 

店舗
 建物 867

   合計 63,267

 当社グループは、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（36,400千円）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。

 当社グループは、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、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

（372,775千円）として特別損失に

計上しております。 

 減損損失の内訳は、建物247,862

千円、工具器具52,771千円、営業権

23,739千円、長期前払費用29,369千

円、リース資産19,032千円でありま

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。

 当社グループは、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。

※３ 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。

※３

――――――

※３ 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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＜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 

  

＜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 

  

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17年５月１日 至 平成17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

686,057 1,114,963 11,824 1,812,845 ― 1,812,845

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 686,057 1,114,963 11,824 1,812,845 ― 1,812,845

営業費用 684,037 1,065,331 6,844 1,756,213 ― 1,756,213

営業利益 2,020 49,632 4,980 56,632 ― 56,632

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

686,057 649,963 11,824 1,347,845 ― 1,347,845

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 686,057 649,963 11,824 1,347,845 ― 1,347,845

営業費用 684,037 1,003,686 6,844 1,694,568 ― 1,694,568

営業利益 2,020 △353,722 4,980 △346,722 ― △346,722
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＜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 

  

＜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 

  

当中間連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18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

590,800 994,801 4,709 1,590,311 ― 1,590,311

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 590,800 994,801 4,709 1,590,311 ― 1,590,311

営業費用 575,412 1,210,045 509 1,785,966 ― 1,785,966

営業利益 15,387 △215,243 4,200 △195,655 ― △195,655

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

590,800 934,801 4,709 1,530,311 ― 1,530,311

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 590,800 934,801 4,709 1,530,311 ― 1,530,311

営業費用 575,412 1,207,425 509 1,783,347 ― 1,783,347

営業利益 15,387 △272,624 4,200 △253,035 ― △253,035
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＜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 

  

＜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 

  

前連結会計年度(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30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

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

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

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
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＜訂正前＞ 

 
  

（注）１株当たり中間(当期)純利益（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（純損失）金額

の算定上の 

   基礎は以下の通りであります。 

 
  

１株当たり情報

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

１株当たり 
純資産額

207,849円 34 銭
１株当たり
純資産額

6,955円 33銭
１株当たり
純資産額

219,398円 78銭

１株当たり 
中間純利益金額

816 円 38 銭
１株当たり
中間純損失金額

208,902円 24銭
１株当たり
当期純利益金額

11,763円 74銭

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間純利益金額

713 円 04 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、中間純損
失のため、記載しておりません。

 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額

10,009円 67銭

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

１株当たり中間(当期)純利
益金額

中間(当期)純利益(△純
損失)(千円)

4,529 △1,265,320 73,667

普通株主に帰属しない 
 金額(千円)

― ― 6,000

（うち利益処分に
 よる役員賞与金）

(―) (―) (6,000)

普通株式に係る中間(当
期)純利益(△純損失)(千
円)

4,529 △1,265,320 67,667

普通株式の期中平均 
 株式数（株）

5,548 6,057 5,752

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） 804 120 1,008

（うち新株予約権） (577) (120) (570)

（うち転換社債） (227) (―) (438)

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292
個）及び第４回新株予
約権（新株予約権の数
1,274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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＜訂正後＞ 

 
  

（注）１株当たり中間(当期)純利益（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（純損失）金額

の算定上の 

   基礎は以下の通りであります。 

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

１株当たり 
純資産額

117,553円 58銭
１株当たり
純資産額

△20,277円 12銭
１株当たり
純資産額

107,622円 17銭

１株当たり 
中間純利益金額

△96,168円 56銭
１株当たり
中間純利益金額

△126,265円 50銭
１株当たり
当期純利益金額

△102,991円 90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。

 

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、中間純損
失のため、記載しておりません。

 

なお、潜在株式調整後１株当たり純
利益金額については、潜在株式は存
在するものの１株当たり純損失であ
るため記載しておりません。

前中間連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

１株当たり中間(当期)純利
益金額

中間(当期)純利益(△純
損失)(千円)

△533,543 △764,790 △592,409

普通株主に帰属しない 
 金額(千円)

― ― 6,000

（うち利益処分に
 よる役員賞与金）

(―) (―) (6,000)

普通株式に係る中間(当
期)純利益(△純損失)(千
円)

△533,543 △764,790 △598,409

普通株式の期中平均 
 株式数（株）

5,548 6,057 5,752

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） 804 120 1,008

（うち新株予約権） (577) (120) (570)

（うち転換社債） (227) (―) (438)

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292
個）及び第４回新株予
約権（新株予約権の数
1,274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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＜訂正前＞ 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５. 生産、受注及び販売の状況

(１) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千万円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

人材関連事業 486,631 △43.6 143,293 △42.1

FC・直営関連事業 990,801 △15.7 - △100.0

その他の事業 3,458 △75.2 491,140 △71.8

合計 1,480,891 △27.9 143,784 △43.2

(２) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

人材関連事業 590,800 △13.9

FC・直営関連事業 994,801 △10.8

その他の事業 4,709 △60.2

合計 1,590,311 △12.3

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱フーズ・ワン 333,045 18.4 27,136 1.7
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＜訂正後＞ 

当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントに示すと、次のとおりであります。

  

 
(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
３ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

以上 

  

(１) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千万円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

人材関連事業 486,631 △43.6 143,293 △42.1

FC・直営関連事業 930,801 31.0 - △100.0

その他の事業 3,458 △75.2 491,140 △71.8

合計 1,420,891 △10.5 143,784 △43.2

(２) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同期比(％)

人材関連事業 590,800 △13.9

FC・直営関連事業 934,801 43.8

その他の事業 4,709 △60.2

合計 1,530,311 13.5

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

㈱フーズ・ワン ─ ─ ─ ─
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