
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月期個別中間財務諸表の概要につきまして、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 

１．18年10月中間期の業績（平成18年５月１日～平成18年10月31日） 

(1) 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 個別中間財務諸表の概要」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 △10.6 △197 ― △198 ―

17年10月中間期 1,778 75.5 57 △29.2 37 △41.1

18年４月期 3,902 56.8 338 50.0 310 53.6

中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭

18年10月中間期 △1,246 ― △205,800 07

17年10月中間期 11 △64.5 1,985 06

18年４月期 125 14.0 20,700 56

(注) ① 期中平均株式数 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

② 会計処理の方法の変更  無

③ 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 16.5 △254 ― △255 ―

17年10月中間期 1,313 29.6 △345 ─ △366 ─

18年４月期 3,295 32.4 △228 ─ △255 ─

中間（当期）純利益 １株当たり中間(当期)純利益
百万円 ％ 円 銭

18年10月中間期 △746 ― △123,163 33

17年10月中間期 △527 ─ △94,999 88

18年４月期 △541 ─ △94,054 75

(注) ① 期中平均株式数 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

② 会計処理の方法の変更  無

③ 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) 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。 

 

 
  

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 2,873 114 4.0 18,852 71

17年10月中間期 3,329 1,246 37.4 209,241 63

 18年４月期 3,451 1,360 39.4 228,382 55

(注) ① 期末発行済株式数 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

② 期末自己株式数 18年10月中間期 －株 17年10月中間期 －株 18年４月期 －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 2,708 △50 △1.9 △8,379 75

17年10月中間期 3,095 708 22.9 118,945 87

 18年４月期 3,172 694 21.9 116,605 94

(注) ① 期末発行済株式数 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

② 期末自己株式数 18年10月中間期 －株 17年10月中間期 －株 18年４月期 －株
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＜訂正前＞ 

６. 中間財務諸表等

中間財務諸表

① 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成17年10月31日)

当中間会計期間末

(平成18年10月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(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 ※３ 1,495,545 385,361 861,383

 ２ 受取手形 - 1,729 -

 ３ 売掛金 247,072 201,077 274,778

 ４ たな卸資産 23,755 21,484 25,060

 ５ 短期貸付金 - 400,000 -

 ６ 繰延税金資産 41,030 - 42,895

 ７ その他 ※４ 105,611 266,825 136,620

 ８ 貸倒引当金 △ 6,519 △33,278 △4,678

   流動資産合計 1,906,496 57.3 1,243,200 43.3 1,336,060 38.7

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

   １ 建物 ※１ 472,421 514,972 521,194

   ２ その他 ※１ 149,929 156,308 530,822

   有形固定資産合計 622,351 18.7 671,281 23.3 1,052,017 30.5

 (2) 無形固定資産

   １ のれん - 23,739 -

   ２ 営業権 83,089 - 71,219

   ３ その他 46,147 105,601 36,356

   無形固定資産合計 129,237 3.9 129,341 4.5 107,575 3.1

 (3) 投資その他の資産

   １ 関係会社株式 - 190,420 201,920

   ２ 関係会社長期
     貸付金

- 149,679 66,667

   ３ 長期前払費用 242,009 119,947 178,940

   ４ 敷金・保証金 295,088 291,361 367,218

   ５ 繰延税金資産 33,686 - 68,016

   ６ その他 103,325 146,016 77,344

   ７ 貸倒引当金 △ 2,643 △67,688 △4,654

   投資その他の資産 
   合計

671,467 20.1 829,736 28.9 955,452 27.7

   固定資産合計 1,423,056 42.7 1,630,359 56.7 2,115,045 61.3

   資産合計 3,329,552 100.0 2,873,559 100.0 3,451,105 100.0
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＜訂正後＞ 

前中間会計期間末

(平成17年10月31日)

当中間会計期間末

(平成18年10月31日)

前事業年度の 
 要約貸借対照表 
 (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 ※３ 1,495,545 385,361 861,383

 ２ 受取手形 - 1,729 -

 ３ 売掛金 247,072 201,077 274,778

 ４ たな卸資産 23,755 21,484 25,060

 ５ 短期貸付金 - 40,000 -

 ６ 仮払金 - 410,000 95,000

 ７ その他 ※４ 187,111 266,825 136,620

 ８ 貸倒引当金 △ 6,519 △33,278 △4,678

   流動資産合計 1,946,965 62.9 1,293,200 47.8 1,388,165 43.8

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

   １ 建物 ※１ 372,904 419,426 423,029

   ２ その他 ※１ 58,649 86,308 415,822

   有形固定資産合計 431,554 13.9 505,735 18.6 838,851 26.4

 (2) 無形固定資産

   １ のれん - 23,739 -

   ２ 営業権 83,089 - 71,219

   ３ その他 46,147 105,601 36,356

   無形固定資産合計 129,237 4.2 129,341 4.8 107,575 3.4

 (3) 投資その他の資産

   １ 関係会社株式 - 190,420 201,920

   ２ 関係会社長期
     貸付金

- 149,679 66,667

   ３ 長期前払費用 242,009 119,947 178,940

   ４ 敷金・保証金 245,088 241,361 317,218

   ５ その他 103,325 146,016 77,344

   ６ 貸倒引当金 △ 2,643 △67,688 △4,654

   投資その他の資産 
    合計

587,781 19.0 779,736 28.8 837,436 26.4

   固定資産合計 1,148,572 37.1 1,414,812 52.2 1,783,863 56.2

   資産合計 3,095,538 100.0 2,708,013 100.0 3,172,029 100.0
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＜訂正前＞ 

 
  

前中間会計期間末

(平成17年10月31日)

当中間会計期間末

(平成18年10月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表 
(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 買掛金 133,157 97,347 62,270

 ２ 一年以内返済予定 
   長期借入金

256,220 448,892 298,360

 ３ 未払金 266,440 291,136 162,445

 ４ 未払費用 76,667 45,667 88,071

 ５ 未払法人税等 44,368 13,420 132,784

 ６ 前受金 41,725 410,994 33,678

 ７ その他 ※４ 32,952 55,914 152,613

   流動負債合計 851,531 25.6 1,363,373 47.4 930,224 27.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 550,000 616,600 550,000

 ２ 長期借入金 672,850 716,948 585,650

 ３ その他 8,300 62,032 24,300

   固定負債合計 1,231,150 37.0 1,395,580 48.6 1,159,950 33.6

   負債合計 2,082,681 62.6 2,758,953 96.0 2,090,174 60.6

(資本の部)

Ⅰ 資本金 589,076 17.7 - - 589,076 17.1

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 487,076 - 487,076

   資本剰余金合計 487,076 14.6 - - 487,076 14.1

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 2,175 - 2,175

 ２ 別途積立金 80,000 - 80,000

 ３ 中間(当期)未処分 
   利益

88,542 - 202,603

   利益剰余金合計 170,717 5.1 - - 284,778 8.2

Ⅲ その他有価証券 
  評価差額金

- - - - - -

   資本合計 1,246,870 37.4 - - 1,360,931 39.4

   負債・資本合計 3,329,552 100.0 - - 3,451,105 100.0
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＜訂正後＞ 

前中間会計期間末

(平成17年10月31日)

当中間会計期間末

(平成18年10月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表 
(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 買掛金 93,157 97,347 62,270

 ２ 一年以内返済予定 
   長期借入金

256,220 448,892 298,360

 ３ 未払金 266,440 144,136 162,445

 ４ 未払費用 76,667 45,667 88,071

 ５ 未払法人税等 44,368 13,420 132,784

 ６ 前受金 403,975 580,344 440,028

 ７ その他 ※４ 14,760 33,564 133,263

   流動負債合計 1,155,589 31.8 1,363,373 50.3 1,317,224 41.5

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 550,000 616,600 550,000

 ２ 長期借入金 672,850 716,948 585,650

 ３ その他 8,300 62,032 24,300

   固定負債合計 1,231,150 39.8 1,395,580 51.5 1,159,950 36.6

   負債合計 2,386,739 77.1 2,758,953 101.8 2,477,174 78.1

(資本の部)

Ⅰ 資本金 589,076 19.0 - - 589,076 18.6

Ⅱ 資本剰余金

 １ 資本準備金 487,076 - 487,076

   資本剰余金合計 487,076 15.7 - - 487,076 15.3

Ⅲ 利益剰余金

 １ 利益準備金 2,175 - 2,175

 ２ 別途積立金 80,000 - 80,000

 ３ 中間(当期)未処分 
   利益

△449,529 - △463,472

   利益剰余金合計 △367,354 △11.9 - - △381,298 △12.0

Ⅲ その他有価証券 
  評価差額金

- - - - - -

   資本合計 708,798 22.9 - - 694,854 21.9

   負債・資本合計 3,095,538 100.0 - - 3,172,029 100.0
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

前中間会計期間末

(平成17年10月31日)

当中間会計期間末

(平成18年10月31日)

前事業年度の 
 要約貸借対照表 
 (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 - - 607,076 21.1 - -

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 - 505,076 -

資本剰余金合計 - - 505,076 17.6 - -

３ 利益剰余金

(1) 利益準備金 - 2,175 -

(2) その他利益剰余金

別途積立金 - 130,000 -

繰越利益剰余金 - △1,129,722 -

利益剰余金合計 - - △997,547 △34.7 - -

株主資本合計 - - 114,605 4.0 - -

純資産合計 - - 114,605 4.0 - -

負債・純資産合計 - - 2,873,559 100.0 - -

前中間会計期間末

(平成17年10月31日)

当中間会計期間末

(平成18年10月31日)

前事業年度の 
 要約貸借対照表 
 (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 - - 607,076 22.4 - -

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 - 505,076 -

資本剰余金合計 - - 505,076 18.7 - -

３ 利益剰余金

(1) 利益準備金 - 2,175 -

(2) その他利益剰余金

別途積立金 - 130,000 -

繰越利益剰余金 - △1,295,268 -

利益剰余金合計 - - △1,163,093 △42.9 - -

株主資本合計 - - △50,940 △1.8 - -

純資産合計 - - △50,940 △1.8 - -

負債・純資産合計 - - 2,708,013 100.0 - -
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＜訂正前＞ 

 
  

② 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(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 1,778,044 100.0 1,590,311 100.0 3,902,281 100.0

Ⅱ 売上原価 1,461,687 82.2 1,550,870 97.5 3,069,578 78.7

  売上総利益 316,357 17.8 39,440 2.5 832,703 21.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 258,495 14.5 236,559 14.9 494,512 12.6

  営業利益(△営業損失) 57,862 3.3 △197,118 △12.4 338,191 8.7

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,491 0.0 9,783 0.6 5,373 0.1

Ⅴ 営業外費用 ※２ 22,090 1.2 11,141 0.7 32,851 0.8

  経常利益(△経常損失) 37,263 2.1 △198,476 △12.5 310,712 8.0

VI 特別利益 ※４ 30,489 1.7 - - 44,250 1.1

Ⅶ 特別損失 ※5,6 36,400 2.0 930,630 58.5 120,426 3.1

  税引前中間(当期) 
  純利益(△純損失)

31,352 1.8 △1,129,107 △71.0 234,536 6.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

40,316 6,512 165,633

   法人税等調整額 △ 19,976 20,339 1.2 110,911 117,423 7.4 △56,170 109,462 2.8

  中間(当期)純利益 
  (△純損失)

11,013 0.6 △1,246,531 △78.4 125,073 3.2

  前期繰越利益 77,529 - 77,529

  中間(当期)未処分利益 88,542 - 202,603
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＜訂正後＞ 

 
  

前中間会計期間

(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(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 1,313,044 100.0 1,530,311 100.0 3,295,281 100.0

Ⅱ 売上原価 1,400,042 106.6 1,548,251 101.2 3,028,930 91.9

  売上総利益 △86,997 △6.6 △17,939 △1.2 266,351 8.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 258,495 19.7 236,559 15.4 494,512 15.0

  営業利益(△営業損失) △345,492 △26.3 △254,499 △16.6 △228,160 △6.9

Ⅳ 営業外収益 ※１ 1,491 0.1 9,783 0.6 5,373 0.2

Ⅴ 営業外費用 ※２ 22,090 1.7 11,141 0.7 32,851 1.0

  経常利益(△経常損失) △366,091 △27.9 △255,857 △16.7 △255,638 △7.7

VI 特別利益 ※４ 30,489 2.3 - - 44,250 1.3

Ⅶ 特別損失 ※5,6 96,400 7.3 483,630 31.6 109,239 3.3

  税引前中間(当期) 
  純利益(△純損失)

△432,002 △32.9 △739,488 △48.3 △320,628 △9.7

   法人税、住民税 
   及び事業税

40,316 6,512 165,633

   法人税等調整額 54,740 95,056 7.2 - 6,512 0.4 54,740 220,374 6.7

  中間(当期)純利益 
  (△純損失)

△527,059 △40.1 △746,000 △48.7 △541,002 △16.4

  前期繰越利益 77,529 - 77,529

  中間(当期)未処分利益 △449,529 - △463,473
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当中間会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日) 

＜訂正前＞ 

 
  

 
  

③ 中間株主資本等変動計算書

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18年４月30日残高(千円) 589,076 487,076 2,175 80,000 202,603 284,778 1,360,931

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 18,000 18,000 - - - - 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 - - - - △1,246,531 △1,246,531 △1,246,531

 別途積立金計上 - - - 50,000 △50,000 - -

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
18,000 18,000 - 50,000 △1,332,326 △1,282,326 △1,246,326

平成18年10月31日残高(千円) 607,076 505,076 2,175 130,000 △1,129,722 △997,547 114,605

その他有価証券

評価差額金

 

純資産合計 

 

平成18年４月30日残高(千円) - 1,360,931

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 - 36,000

 剰余金の配当 - △ 29,795

 役員賞与 - △ 6,000

 中間純損失 - △1,246,531

 別途積立金計上 - -

中間会計期間中の変動額合計 

 (千円)
- △1,246,326

平成18年10月31日残高(千円) - 114,605
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＜訂正後＞ 

 
  

 
  

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18年４月30日残高(千円) 589,076 487,076 2,175 80,000 △463,473 △381,298 694,854

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 18,000 18,000 - - - - 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 - - - - △746,000 △746,000 △746,000

 別途積立金計上 - - - 50,000 △50,000 - -

中間会計期間中の変動額合計 

(千円)
18,000 18,000 - 50,000 △831,795 △781,795 △745,795

平成18年10月31日残高(千円) 607,076 505,076 2,175 130,000 △1,295,268 △1,163,093 △50,940

その他有価証券

評価差額金

 

純資産合計 

 

平成18年４月30日残高(千円) - 694,854

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 - 36,000

 剰余金の配当 - △ 29,795

 役員賞与 - △ 6,000

 中間純損失 - △746,000

 別途積立金計上 - -

中間会計期間中の変動額合計 

 (千円)
- △745,795

平成18年10月31日残高(千円) - △50,940
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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)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

――――― 当社は、当中間会計期間におい

て、197,118 千 円 の 営 業 損 失、

1,246,531千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、中間財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を中間

財務諸表には反映しておりません。

―――――

前中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

 当社は、当中間会計期間におい

て、345,492 千 円 の 営 業 損 失、

527,059千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、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、中間財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を中間

財務諸表には反映しておりません。

当社は、当中間会計期間におい

て、254,499 千 円 の 営 業 損 失、

746,000千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、中間財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を中間

財務諸表には反映しておりません。

 当社は、当事業年度において、

228,160千円の営業損失、541,002千

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、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、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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＜訂正前＞ 

会計処理の変更

前中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度
(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。 

 これにより税引前中間純利益は

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、改正後の中間財務諸表等規則に

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）及び「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114,605千円であります。

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間から「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。

（中間貸借対照表） 

 「営業権」は、当中間会計期間か

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１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） 

 当事業年度より「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」（第６

号平成15年10月31日）を適用してお

ります。 

 これにより税引前当期純利益が

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、改正後の財務諸表等規則に基づ

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)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度
(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。 

 これにより税引前中間純利益は

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、改正後の中間財務諸表等規則に

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）及び「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△50,940千円でありま

す。

（企業結合に係る会計基準等） 

 当中間会計期間から「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。

（中間貸借対照表） 

 「営業権」は、当中間会計期間か

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１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） 

 当事業年度より「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」（第６

号平成15年10月31日）を適用してお

ります。 

 これにより税引前当期純利益が

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、改正後の財務諸表等規則に基づ

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)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年10月31日)

前事業年度 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年４月30日)

―――――  前中間会計期間において投資その

他の資産の「その他」に含めて表示

しておりました「関係会社株式」

（前中間会計期間 27,000千円）に

ついては、資産総額の100分の５超

となったため、当中間会計期間より

区分掲記しております。

―――――

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

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年10月31日)

前事業年度 
(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「関係会社株式」

（前中間会計期間 27,000千円）に

ついては、資産総額の100分の５超

となったため、当中間会計期間より

区分掲記しております。

 前中間会計期間において流動資産

の「その他」に含めて表示しており

ました「仮払金」（前中間会計期間

81,600千円）については、資産総額

の100分の５超となったため、当中

間会計期間より区分掲記しておりま

す。

（貸借対照表） 

 前事業年度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 事 業 年 度

2,069千円）については、資産総額

の100分の１超となったため、当事

業年度より区分掲記しております。
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成17年10月31日)

当中間会計期間末
(平成18年10月31日)

前事業年度末 
(平成18年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      47,385千円

 ２ 偶発債務

   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

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額     126,501千円

 ２ 偶発債務

     下記取引先に対し債務保証を
  行っております。
（1）店舗等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

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額     73,514千円

  ２ 偶発債務

  下記取引先に対し債務保証を
  行っております。
（1）店舗等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

 ※３ 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） 

 

 ※３ 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） 

   

※３ 担保資産 

       同左

 ※４ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税等及び仮受消費税 

   等は、相殺のうえ、流動負債の 

   「その他」に含めて表示してお 

   ります。

 ※４ 消費税等の取扱い   

    仮払消費税等及び仮受消費税 

   等は、相殺のうえ、流動資産の 

   「その他」に含めて表示してお 

   ります。

※４ 消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費税 

   等は、相殺のうえ、流動負債の 

   「その他」に含めて表示してお 

   ります。

前中間会計期間末 
(平成17年10月31日)

当中間会計期間末
(平成18年10月31日)

前事業年度末 
(平成18年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      45,740千円

 ２ 偶発債務

   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

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額     120,881千円

 ２ 偶発債務

     下記取引先に対し債務保証を
  行っております。
（1）店舗等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

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額     70,513千円

  ２ 偶発債務

  下記取引先に対し債務保証を
  行っております。
（1）店舗等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

 ※３ 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） 

 

 ※３ 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） 

   

※３ 担保資産 

       同左

 ※４ 消費税等の取扱い 

    仮払消費税等及び仮受消費税 

   等は、相殺のうえ、流動負債の 

   「その他」に含めて表示してお 

   ります。

 ※４ 消費税等の取扱い   

    仮払消費税等及び仮受消費税 

   等は、相殺のうえ、流動資産の 

   「その他」に含めて表示してお 

   ります。

※４ 消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費税 

   等は、相殺のうえ、流動負債の 

   「その他」に含めて表示してお 

   ります。

- 16 -



＜訂正前＞ 

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 25千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 6,684千円

受取配当金 340千円

為替差益 1,413千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 688千円

受取手数料 1,671千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 8,280千円

新株発行費  7,991千円

社債発行費 5,714千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 8,802千円

社債発行費 1,909千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 14,907千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 24,204千円

無形固定資産 21,661千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 61,337千円

無形固定資産 49,310千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 58,579千円

無形固定資産 117,290千円

※４ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売
却益

30,489千円

※４    ―――――   
 
※４ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売
却益

30,489千円

役員保険解約返
戻金

13,761千円

※５    ―――――   
 
※５ 特別損失のうち主要なもの

事業改革損 447,000千円

減損損失 372,775千円

 
※５ 特別損失のうち主要なもの

固定資産売却損 10,971千円

減損損失 109,454千円
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前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成17年10月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年10月31日)

前事業年度 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30日)

 

※６ 減損損失 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上

しております。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

当社
遊休

資産

長期前払費用 

(FC加盟金)
36,400

 当社は、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。

 

※６ 減損損失 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上

しております。

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

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

 当社は、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。

 

※６ 減損損失 

 当会計期間において、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)

当社
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)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 25千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 6,684千円

受取配当金 340千円

為替差益 1,413千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 688千円

受取手数料 1,671千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 8,280千円

新株発行費  7,991千円

社債発行費 5,714千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 8,802千円

社債発行費 1,909千円
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 14,907千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 22,560千円

無形固定資産 21,661千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 58,718千円

無形固定資産 49,310千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 52,930千円

無形固定資産 117,290千円

※４ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売
却益

30,489千円

※４    ―――――   
 
※４ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売
却益

30,489千円

役員保険解約返
戻金

13,761千円

※５    ―――――   
 
※５ 特別損失のうち主要なもの

事業改革損 ─千円

減損損失 372,775千円

 
※５ 特別損失のうち主要なもの

固定資産売却損 10,971千円

減損損失 63,267千円
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前中間会計期間 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成17年10月31日)

当中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年10月31日)

前事業年度 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30日)

 

※６ 減損損失 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上

しております。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

当社
遊休

資産

長期前払費用 

(FC加盟金)
36,400

 当社は、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。

 

※６ 減損損失 

 当中間会計期間において、当社は

以下の資産について減損損失を計上

しております。

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

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

 当社は、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。

 

※６ 減損損失 

 当会計期間において、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)

当社
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。
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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)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度
(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 209,241円63銭 １株当たり純資産額 18,852円71銭 １株当たり純資産額 228,382円55銭

 

１株当たり 
中間純利益金額

1,985円06銭

潜在株式調整後１株当
たり中間純利益金額 

1,733円80銭

１株当たり
中間純損失金額

205,800円07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。

１株当たり
当期純利益金額

20,700円56銭

潜在株式調整後１株当
たり当期純利益金額 

17,613円95銭

前中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度
(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)

11,013 △1,246,531 125,073

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)

11,103 △1,246,531 119,073

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）純利益金額

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。 

 
  

以上 

前中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度
(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 118,945円87銭 １株当たり純資産額 △8,379円75銭 １株当たり純資産額 116,605円94銭

１株当たり 
中間純利益金額

△94,999円88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。

１株当たり
中間純利益金額

△123,163円33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。

１株当たり
当期純利益金額

△94,054円75銭

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

前中間会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

前事業年度
(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)

△527,059 △746,000 △541,002

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)

△527,059 △746,000 △547,002

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）純利益金額

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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