
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20年２月期中間決算短信につきまして、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. 19年10月中間期の連結業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日） 

(百万円未満切捨て) 

(％表示は対前期増減率) 

 
＜訂正前＞ 

 
  

 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

 

 
  

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20年２月期 中間決算短信」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 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月中間期 1,227 △22.8 △212 ― △223 ― △98 ―
18年10月中間期 1,590 ― △195 ― △216 ― △1,265 ―

19年４月期 2,671 ― △571 ― △647 ― △2,676 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

19年10月中間期 △5,564 69 ― ―
18年10月中間期 △208,902 24 ― ―

19年４月期 △395,534 55 ― ―

(参考) 持分法投資損益 19年10月中間期 △6百万円 18年10月中間期 △19百万円 19年４月期 △24百万円

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

19年10月中間期 1,227 △22.8 △212 ― △223 ― △98 ―
18年10月中間期 1,530 ― △253 ― △274 ― △764 ―

19年４月期 2,611 ― △625 ― △701 ― △2,010 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

19年10月中間期 △5,564 69 ― ―
18年10月中間期 △126,265 50 ― ―

19年４月期 △297,104 40 ― ―

(参考) 持分法投資損益 19年10月中間期 △6百万円 18年10月中間期 △19百万円 19年４月期 △24百万円
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＜訂正前＞ 

 

 
  

＜訂正後＞ 

 

 
  

 
＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

19年10月中間期 2,391 89 1.7 2,298 88

18年10月中間期 2,812 50 1.8 6,955 33

19年４月期 2,521 147 5.5 7,863 57

(参考) 自己資本 19年10月中間期 40百万円 18年10月中間期 42百万円 19年４月期 139百万円

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

19年10月中間期 2,391 89 1.7 2,298 88

18年10月中間期 2,646 △115 △4.7 △20,277 12

19年４月期 2,521 147 5.5 7,863 57

(参考) 自己資本 19年10月中間期 40百万円 18年10月中間期 △123百万円 19年４月期 139百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年10月中間期 △275 △88 △222 962

18年10月中間期 △72 △761 287 369

19年４月期 △810 △254 1,698 1,548

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

19年10月中間期 △275 △88 △222 962

18年10月中間期 △387 △446 287 369

19年４月期 △715 △349 1,698 1,548
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1. 19年10月中間期の個別業績（平成19年５月１日～平成19年10月31日） 

(百万円未満切捨て) 

(％表示は対前期増減率) 

 
＜訂正前＞ 

 
  

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

＜訂正前＞ 

 

 
  

＜訂正後＞ 

 

 
  

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績

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

19年10月中間期 911 △42.7 △207 ― △214 ― △121 ―
18年10月中間期 1,590 ― △197 ― △198 ― △1,246 ―

19年４月期 2,671 ― △571 ― △623 ― △2,686 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

19年10月中間期 △6,871 57

18年10月中間期 △205,800 07

19年４月期 △397,059 19

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

19年10月中間期 911 △40.4 △207 ― △214 ― △121 ―
18年10月中間期 1,530 ― △254 ― △255 ― △746 ―

19年４月期 2,611 ― △626 ― △678 ― △2,020 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

19年10月中間期 △6,871 57

18年10月中間期 △123,163 33

19年４月期 △298,629 04

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

19年10月中間期 1,930 60 3.1 3,436 54

18年10月中間期 2,873 114 4.0 18,852 71

19年４月期 2,553 182 7.1 10,308 11

(参考) 自己資本 19年10月中間期 60百万円 18年10月中間期 114百万円 19年４月期 182百万円

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

19年10月中間期 1,930 60 3.1 3,436 54

18年10月中間期 2,708 △50 △1.9 △8,379 75

19年４月期 2,553 182 7.1 10,308 11

(参考) 自己資本 19年10月中間期 60百万円 18年10月中間期 △50百万円 19年４月期 182百万円
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

＜訂正前＞ 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

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

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

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

す。 

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

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

  

＜訂正後＞ 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

(注１) いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

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

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

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

す。 

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

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

１ 経営成績

平成17年４月期 平成18年４月期 平成19年４月期
平成20年２月
中間期

自己資本比率 44.2 37.2 5.5 1.7

時価ベースの自己資本比率 373.1 124.2 93.3 109.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.8 5.1 ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

23.8 20.6 ― ―

平成17年４月期 平成18年４月期 平成19年４月期
平成20年２月
中間期

自己資本比率 44.2 19.8 5.5 1.7

時価ベースの自己資本比率 373.1 134.9 93.3 109.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

3.8 3.4 ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

23.8 0.3 ― ―
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＜訂正前＞ 

４ 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成19年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成19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 ※３ 469,519 1,062,762 1,648,801

 ２ 受取手形及び売掛金 202,806 109,116 126,866

 ３ たな卸資産 21,484 35,867 9,440

 ４ 短期貸付金 400,000 127,897 ―

 ５ 未収入金 ― 453,539 ―

 ６ その他 265,647 69,816 173,592

 ７ 貸倒引当金 △33,278 △11,834 △16,491

   流動資産合計 1,326,179 47.2 1,847,164 77.2 1,942,209 77.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 514,972 150,774 169,540

  (2) その他 156,308 37,382 27,872

   有形固定資産合計 671,281 23.9 188,157 7.9 197,413 7.8

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 30,088 3,650 15,050

  (2) その他 105,601 7,075 9,375

   無形固定資産合計 135,689 4.8 10,725 0.5 24,425 1.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 110,514 10,012 81,868

  (2) 関係会社長期 
    貸付金

149,679 ― ―

  (3) 長期前払費用 119,947 8,536 14,015

  (4) 敷金・保証金 291,361 319,181 254,791

  (6) その他 75,336 107,349 107,112

  (7) 貸倒引当金 △67,688 △99,700 △100,593

   投資その他の資産 
   合計

679,150 24.1 345,379 14.4 357,194 14.2

   固定資産合計 1,486,121 52.8 544,262 22.8 579,033 23.0

   資産合計 2,812,301 100.0 2,391,427 100.0 2,521,243 100.0
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＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間末
 (平成18年10月31日)

当中間連結会計期間末
 (平成19年10月31日)

前連結会計年度の
 要約連結貸借対照表 
 (平成19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 ※３ 469,519 1,062,762 1,648,801

 ２ 受取手形及び売掛金 202,806 109,116 126,866

 ３ たな卸資産 21,484 35,867 9,440

 ４ 短期貸付金 40,000 127,897 ―

 ５ 仮払金 410,000

 ６ 未収入金 ― 453,539 ―

 ７ その他 265,647 69,816 173,592

 ８ 貸倒引当金 △33,278 △11,834 △16,491

   流動資産合計 1,376,179 52.0 1,847,164 77.2 1,942,209 77.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 419,426 150,774 169,540

  (2) その他 86,308 37,382 27,872

   有形固定資産合計 505,735 19.1 188,157 7.9 197,413 7.8

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 30,088 3,650 15,050

  (2) その他 105,601 7,075 9,375

   無形固定資産合計 135,689 5.1 10,725 0.5 24,425 1.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 110,514 10,012 81,868

  (2) 関係会社長期 
     貸付金

149,679 ― ―

  (3) 長期前払費用 119,947 8,536 14,015

  (4) 敷金・保証金 241,361 319,181 254,791

  (5) その他 75,336 107,349 107,112

  (6) 貸倒引当金 △67,688 △99,700 △100,593

   投資その他の資産 
    合計

629,150 23.8 345,379 14.4 357,194 14.2

   固定資産合計 1,270,575 48.0 544,262 22.8 579,033 23.0

   資産合計 2,646,755 100.0 2,391,427 100.0 2,521,243 100.0
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＜訂正前＞ 

前中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成19年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成19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 99,622 256,252 92,267

 ２ 短期借入金 ― 100,000 100,000

 ３ 一年以内償還予定 
   社債

― 33,400 ―

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金

448,892 452,392 462,292

 ５ 未払金 293,479 280,058 215,943

 ６ 未払費用 45,667 72,207 49,628

 ７ 未払法人税等 13,420 8,151 13,872

 ８ 前受金 410,994 54,907 ―

 ９ その他 54,109 69,204 225,001

   流動負債合計 1,366,186 48.6 1,326,574 55.5 1,159,004 46.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 616,600 583,200 599,900

 ２ 長期借入金 716,948 341,456 565,152

 ３ その他 62,032 51,158 49,908

   固定負債合計 1,395,580 49.6 975,814 40.8 1,214,960 48.2

   負債合計 2,761,766 98.2 2,302,388 96.3 2,373,964 94.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 607,076 21.6 1,361,076 56.9 1,361,076 54.0

 ２ 資本剰余金 505,076 18.0 1,259,076 52.7 1,259,076 50.0

 ３ 利益剰余金 △1,069,871 △38.1 △2,579,511 △107.9 △2,481,132 △98.5

   株主資本合計 42,281 1.5 40,641 1.7 139,020 5.5

Ⅱ 少数株主持分 8,253 0.3 48,396 2.0 8,258 0.3

   純資産合計 50,534 1.8 89,038 3.7 147,278 5.8

   負債・純資産合計 2,812,301 100.0 2,391,427 100.0 2,521,243 100.0
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＜訂正後＞ 

 
  

前中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成19年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成19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 99,622 256,252 92,267

 ２ 短期借入金 ― 100,000 100,000

 ３ 一年以内償還予定 
   社債

― 33,400 ―

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金

448,892 452,392 462,292

 ５ 未払金 146,479 280,058 215,943

 ６ 未払費用 45,667 72,207 49,628

 ７ 未払法人税等 13,420 8,151 13,872

 ８ 前受金 580,344 54,907 ―

 ９ その他 31,759 69,204 225,001

   流動負債合計 1,366,186 51.6 1,326,574 55.5 1,159,004 46.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 616,600 583,200 599,900

 ２ 長期借入金 716,948 341,456 565,152

 ３ その他 62,032 51,158 49,908

   固定負債合計 1,395,580 52.7 975,814 40.8 1,214,960 48.2

   負債合計 2,761,766 104.3 2,302,388 96.3 2,373,964 94.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 607,076 22.9 1,361,076 56.9 1,361,076 54.0

 ２ 資本剰余金 505,076 19.1 1,259,076 52.7 1,259,076 50.0

 ３ 利益剰余金 △1,235,417 △46.6 △2,579,511 △107.9 △2,481,132 △98.5

   株主資本合計 △123,264 △4.6 40,641 1.7 139,020 5.5

Ⅱ 少数株主持分 8,253 0.3 48,396 2.0 8,258 0.3

   純資産合計 △115,011 △4.3 89,038 3.7 147,278 5.8

   負債・純資産合計 2,646,755 100.0 2,391,427 100.0 2,521,243 100.0
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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18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成18年５月１日
至 平成19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 1,590,311 100.0 1,227,049 100.0 2,671,671 100.0

Ⅱ 売上原価 1,550,870 97.5 1,161,819 94.7 2,786,104 104.3

  売上総利益 39,440 2.5 65,229 5.3 △114,433 △4.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 235,096 14.8 277,791 22.6 456,702 17.1

  営業利益(△営業損失) △195,655 △12.3 △212,561 △17.3 △571,135 △21.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び 
   受取配当金

7,033 2,609 9,124

 ２ 為替差益 1,413 ― ―

 ３ その他 1,346 9,793 0.6 980 3,589 0.3 2,748 11,872 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 8,802 8,295 18,231

 ３ 株式交付費 ― ― 42,618

 ４ 社債発行費 1,909 ― 1,909

 ５ 持分法による 
   投資損失

19,880 6,304 24,068

 ６ その他 533 31,125 2.0 369 14,969 1.2 1,034 87,861 3.2

  経常利益(△経常損失) △216,986 △13.7 △223,941 △18.3 △647,124 △24.2

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― 111,794 ―

 ２ 貸倒引当金戻入 ― 5,905 ―

 ３ 契約解除返戻金 ― 21,000 ―

 ４ その他 ― ― ― 16 138,716 11.3 ― ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ 372,775 ― 1,236,944

 ２ 固定資産売却損 ※３ ― ― 547

 ３ 事業改革損 ※４ 447,000 ― 447,000

 ４ 店舗撤退損失 ― 6,005 ―

 ５ 投資有価証券評価損 ― 9,067 ―

 ６ その他 ※５ 110,855 930,630 58.5 ― 15,072 1.2 221,905 1,906,397 71.4

 税金等調整前中間(当期) 
 純利益(△税金等調整前 
 中間純損失)

△1,147,617 △72.2 △100,297 △8.2 △2,553,522 △95.6

   法人税、住民税 
   及び事業税

6,874 6,695 12,226

   法人税等還付金 ― △7,852 ―

   法人税等調整額 110,911 117,786 7.4 ― △1,157 △0.1 110,911 123,137 4.6

  少数株主損失 83 0.0 762 0.1 78 0.0

  中間(当期)純利益 
 (△中間純損失)

△1,265,320 △79.6 △98,378 △8.0 △2,676,582 △100.2
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＜訂正後＞ 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自 平成18年５月１日
至 平成19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 1,530,311 100.0 1,227,049 100.0 2,611,671 100.0

Ⅱ 売上原価 1,548,251 101.2 1,161,819 94.7 2,781,437 106.5

  売上総利益 △17,939 △1.2 65,229 5.3 △169,766 △6.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 235,096 15.3 277,791 22.6 456,225 17.5

  営業利益(△営業損失) △253,035 △16.5 △212,561 △17.3 △625,992 △24.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び 
   受取配当金

7,033 2,609 9,124

 ２ 為替差益 1,413 ― ―

 ３ その他 1,346 9,793 0.6 980 3,589 0.3 2,748 11,872 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 8,802 8,295 18,231

 ２ 株式交付費 ― ― 42,618

 ３ 社債発行費 1,909 ― 1,909

 ４ 持分法による 
   投資損失

19,880 6,304 24,068

 ５ その他 533 31,125 2.0 369 14,969 1.2 1,034 87,861 3.4

  経常利益(△経常損失) △274,367 △17.9 △223,941 △18.3 △701,981 △26.9

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― 111,794 ―

 ２ 貸倒引当金戻入 ― 5,905 ―

 ３ 契約解除返戻金 ― 21,000 ―

 ４ その他 ― ― ― 16 138,716 11.3 ― ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ 372,775 ― 1,073,446

 ２ 固定資産売却損 ※３ ― ― 547

 ３ 事業改革損 ※４ ― ― ―

 ４ 循環損失 ※６ ― ─ 476

 ５ 店舗撤退損失 ― 6,005 ―

 ６ 投資有価証券評価損 ― 9,067 ―

 ７ その他 ※５ 110,855 483,630 31.6 ― 15,072 1.2 221,905 1,296,375 49.6

 税金等調整前中間(当期) 
 純利益(△純損失)

△757,998 △49.5 △100,297 △8.2 △1,998,357 △76.5

   法人税、住民税 
   及び事業税

6,874 6,695 12,226

   法人税等還付金 ― △7,852 ―

   法人税等調整額 ― 6,874 0.5 ― △1,157 △0.1 ― 12,226 0.5

  少数株主損失 83 0.0 762 0.1 78 0.0

  中間(当期)純利益 
 (△純損失)

△764,790 △50.0 △98,378 △8.0 △2,010,505 △77.0
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前中間連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日) 

＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本
少数株主持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成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 △77,928

平成18年10月31日残高(千円) 607,076 505,076 △1,235,417 △123,264 8,253 116,011
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前連結会計年度(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

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

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 772,000 772,000 ― 1,544,000 ― 1,544,000

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

 役員賞与 ― ― △6,000 △6,000 ― △6,000

 当期純損失 ― ― △2,676,582 △2,676,582 ― △2,676,582

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額(純額)
― ― ― ― △14,698 △14,698

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
772,000 772,000 △2,712,377 △1,168,377 △14,698 △1,183,075

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

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

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 772,000 772,000 ― 1,544,000 ― 1,544,000

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

 役員賞与 ― ― △6,000 △6,000 ― △6,000

 当期純損失 ― ― △2,010,505 △2,010,505 ― △2,010,505

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額(純額)
― ― ― ― △14,698 △14,698

連結会計年度中の変動額合計

(千円)
772,000 772,000 △2,046,300 △502,300 △14,698 △516,998

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

(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

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

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

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18年５月１日
至 平成19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
   （△税金等調整前中間純損失）

△1,147,617 △100,297 △2,553,522

   減価償却費 124,099 19,200 189,123

   のれん償却額 ― 3,289 ―

   貸倒引当金の増減額(△減少) 91,633 △5,905 107,752

   受取利息及び受取配当金 △7,033 △2,609 △9,124

   支払利息 8,802 8,295 18,231

   持分法による投資損益 19,880 6,304 24,068

   固定資産除却損 ― ― 78,839

   減損損失 372,775 ― 1,236,944

   店舗撤退損失 ― 6,005 ―

   売上債権の減少額 65,936 15,401 89,344

   たな卸資産の減少額 45,051 5,136 59,977

   投資有価証券売却益 ― △ 111,794 ―

   契約解除返戻金 ― △ 21,000 ―

   前払費用の増加額 △5,776 △12,657 △4,279

   仕入債務の増減額(△減少) 35,077 △30,979 26,633

   未払金の増減額(△減少) 128,661 △53,612 △27,047

   未払費用の増減額(△減少) △42,417 1,143 △38,507

   未払消費税等の増減額(△減少) △31,721 3,670 △31,721

   前受金の増減額(△減少) 378,365 △42,149 77,406

   役員賞与の支払額 △6,000 ― △6,000

   その他 26,161 26,981 91,463

    小計 55,879 △285,577 △670,417

   利息及び配当金の受取額 7,033 2,609 9,124

   利息の支払額 △9,003 △8,137 △18,283

   契約解除返戻金による収入 ― 21,000 ―

   法人税等の支払額 △126,058 △ 13,101 △130,957

   法人税等の還付金 ― 7,852 ―

   営業活動によるキャッシュ・フロー △72,149 △275,354 △810,533
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前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年10月31日)

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

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18年５月１日
至 平成19年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預け入れによる支出 ― ― △320,000

   定期預金の払戻による収入 ― ― 320,000

   有形固定資産の取得による支出 △85,630 △99,889 △227,012

   無形固定資産の取得による支出 △78,977 △2,000 △87,577

   有形固定資産の売却による収入 ― 82,821 ―

   投資有価証券の売却による収入 ― 31,600 ―

   新規連結子会社株式の取得による 
   収入

― △27,544 ―

   関係会社株式の売却による収入 ― 138,700 ―

   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 ― △59,742

   貸付による支出 △521,345 △308,000 △521,345

   貸付金の回収による収入 ― 196,081 608,345

   長期前払費用の取得による支出 ― ― △8,900

   敷金・保証金への支出 △11,954 △53,758 △34,501

   敷金・保証金の解約による収入 ― 6,032 88,787

   リース解約による支出 ― △46,556 ―

   その他 △3,914 △5,988 △12,827

   投資活動によるキャッシュ・フロー △761,564 △88,502 △254,774

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 ― ―

   長期借入れによる収入 500,000 ― 600,000

   長期借入金の返済による支出 △218,170 △233,596 △456,566

   株式の発行による収入 36,000 ― 1,503,007

   社債の発行による収入 98,090 ― 98,090

   社債の償還による支出 ― △16,700 △16,700

   配当金の支払額 △28,488 △261 △28,875

   少数株主からの払込による収入 ― 30,000 ―

   その他 ― △1,625 ―

   財務活動によるキャッシュ・フロー 287,432 △222,182 1,698,956

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,413 ― 766

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額(△減少)

△544,868 △586,039 634,414

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 914,387 1,548,801 914,387

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 369,519 962,762 1,548,801
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＜訂正後＞ 

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

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

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18年５月１日
至 平成19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)純損失
   （△税金等調整前中間純損失）

△757,998 △100,297 △1,998,357

   減価償却費 121,480 19,200 184,456

   のれん償却額 ― 3,289 ―

   貸倒引当金の増減額(△減少) 91,633 △5,905 107,752

   受取利息及び受取配当金 △7,033 △2,609 △9,124

   支払利息 8,802 8,295 18,231

   持分法による投資損益 19,880 6,304 24,068

   固定資産除却損 ― ― 78,839

   減損損失 372,775 ― 1,073,446

   店舗撤退損失 ― 6,005 ―

   売上債権の減少額 65,936 15,401 89,344

   たな卸資産の減少額 45,051 5,136 59,977

   投資有価証券売却益 ― △ 111,794 ―

   契約解除返戻金 ― △ 21,000 ―

   前払費用の増加額 △5,776 △12,657 △4,279

   仕入債務の増減額(△減少) 35,077 △30,979 26,633

   未払金の増減額(△減少) △18,338 △53,612 △27,047

   未払費用の増減額(△減少) △42,417 1,143 △38,507

   未払消費税等の増減額(△減少) △34,721 3,670 △12,371

   前受金の増減額(△減少) 141,365 △42,149 △328,943

   役員賞与の支払額 △6,000 ― △6,000

   その他 △288,383 26,981 186,463

    小計 △259,120 △285,577 △575,417

   利息及び配当金の受取額 7,033 2,609 9,124

   利息の支払額 △9,003 △8,137 △18,283

   契約解除返戻金による収入 ― 21,000 ―

   法人税等の支払額 △126,058 △ 13,101 △130,957

   法人税等の還付金 ― 7,852 ―

   営業活動によるキャッシュ・フロー △387,149 △275,354 △715,533
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前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年10月31日)

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

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18年５月１日
至 平成19年４月30日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預け入れによる支出 ― ― △320,000

   定期預金の払戻による収入 ― ― 320,000

   有形固定資産の取得による支出 △130,630 △99,889 △272,012

   無形固定資産の取得による支出 △78,977 △2,000 △87,577

   有形固定資産の売却による収入 ― 82,821 ―

   投資有価証券の売却による収入 ― 31,600 ―

   新規連結子会社株式の取得による 
   支出

― △27,544 ―

   関係会社株式の売却による収入 ― 138,700 ―

   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 ― △59,742

   貸付による支出 △161,345 △308,000 △521,345

   貸付金の回収による収入 ― 196,081 608,345

   長期前払費用の取得による支出 ― ― △8,900

   敷金・保証金への支出 △11,954 △53,758 △34,501

   敷金・保証金の解約による収入 ― 6,032 38,787

   リース解約による支出 ― △46,556 ―

   その他 △3,914 △5,988 △12,827

   投資活動によるキャッシュ・フロー △446,564 △88,502 △349,774

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 ― ―

   長期借入れによる収入 500,000 ― 600,000

   長期借入金の返済による支出 △218,170 △233,596 △456,566

   株式の発行による収入 36,000 ― 1,503,007

   社債の発行による収入 98,090 ― 98,090

   社債の償還による支出 ― △16,700 △16,700

   配当金の支払額 △28,488 △261 △28,875

   少数株主からの払込による収入 ― 30,000 ―

   その他 ― △1,625 ―

   財務活動によるキャッシュ・フロー 287,432 △222,182 1,698,956

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1,413 ― 766

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増加額(△減少)

△544,868 △586,039 634,414

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 914,387 1,548,801 914,387

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 369,519 962,762 1,548,801
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＜訂正前＞ 

(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19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。

当社グループは、前連結会計年度

に571,135千円、当中間連結会計期

間に212,561千円と継続的に営業損

失を計上するとともに、前連結会計

年度に810,533千円、当中間連結会

計期間に275,354千円とマイナスの

営業キャッシュフローを計上した結

果、資本の欠損が生じております。

これにより、当社グループには継

続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

当社グループは、当該状況を解消

すべく、平成19年４月９日に第三者

割当増資を実行し、財務体質の強化

を図りました。また、経営体質の改

善を図るため「新中期経営計画」等

を策定し実現に向けて努力しており

ます。「新中期経営計画」におきま

しては、当社グループは「人材関連

サービスを中心とした外食支援企

業」を目指すことを標榜し、業績改

善に向けた事業の再構築を積極的に

推進しております。また、「新中期

経営計画」の達成に向けて、当社グ

ループは親会社となったTRNコーポ

レーション株式会社との間での業務

提携についても積極的に推進してお

ります。同社との間における主たる

業務提携の内容、及び事業再構築の

進展状況は下記の通りです。

①飲食店向け人材関連事業の拡大に

向けた協業

TRNグループは、業務委託型店舗

をはじめとして600店舗を超える飲

食店を管理するとともに、多数の飲

食店の出退店情報を保有しておりま

す。当社グループでは、TRNグルー

プの顧客構造や出退店情報を活用す

ることにより、プロ店長派遣・教育

コンサルティング・人材紹介などの

人材関連サービスの事業拡大を目指

してまいります。

当社グループは、当連結会計年度

において、571,135千円の営業損

失、2,676,582千円の当期純損失を

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、当該状況を解消

すべく、平成19年４月９日に第三者

割当増資を実行し、財務体質の強化

を図りました。また、経営体質の改

善を図るため「新中期経営計画」等

を策定し実現に向けて努力しており

ます。

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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前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

②直営店舗の撤退に向けた協業

当社グループが推進している事業

の再構築の一環として、フランチャ

イズ業態の旗艦店舗と、プロ店長の

研修店舗を除く直営店舗について

は、TRNグループを通じて売却を進

めております。当中間期におきまし

ても、計６店舗をTRNコーポレーシ

ョン株式会社の100％子会社である

店舗流通ネット株式会社へと売却い

たしました。

③フランチャイズ本部の機能補完に

関する協業

TRNグループは繁盛業態の開発・

運営及び多店舗展開を行っており、

当社のフランチャイズ本部事業との

高いシナジーが見込めます。店舗開

発、商品開発などの機能の共有や、

繁盛業態の共同展開などにより、当

該事業における収益拡大を目指して

まいります。

以上のように、当社グループは

TRNコーポレーション株式会社との

提携関係を強化するとともに、人材

関連事業へと経営資源を集中するな

どの事業の再構築を推進し、収益性

の改善に努めております。

従いまして、中間連結財務諸表は

継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を

財務諸表には反映しておりません。
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＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19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、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、前連結会計年度

に571,135千円、当中間連結会計期

間に212,561千円と継続的に営業損

失を計上するとともに、前連結会計

年度に810,533千円、当中間連結会

計期間に275,354千円とマイナスの

営業キャッシュフローを計上した結

果、資本の欠損が生じております。

これにより、当社グループには継

続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

当社グループは、当該状況を解消

すべく、平成19年４月９日に第三者

割当増資を実行し、財務体質の強化

を図りました。また、経営体質の改

善を図るため「新中期経営計画」等

を策定し実現に向けて努力しており

ます。「新中期経営計画」におきま

しては、当社グループは「人材関連

サービスを中心とした外食支援企

業」を目指すことを標榜し、業績改

善に向けた事業の再構築を積極的に

推進しております。また、「新中期

経営計画」の達成に向けて、当社グ

ループは親会社となったTRNコーポ

レーション株式会社との間での業務

提携についても積極的に推進してお

ります。同社との間における主たる

業務提携の内容、及び事業再構築の

進展状況は下記の通りです。

①飲食店向け人材関連事業の拡大に

向けた協業

TRNグループは、業務委託型店舗

をはじめとして600店舗を超える飲

食店を管理するとともに、多数の飲

食店の出退店情報を保有しておりま

す。当社グループでは、TRNグルー

プの顧客構造や出退店情報を活用す

ることにより、プロ店長派遣・教育

コンサルティング・人材紹介などの

人材関連サービスの事業拡大を目指

してまいります。

当社グループは、当連結会計年度

において、625,992千円の営業損

失、2,010,505千円の当期純損失を

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、当該状況を解消

すべく、平成19年４月９日に第三者

割当増資を実行し、財務体質の強化

を図りました。また、経営体質の改

善を図るため「新中期経営計画」等

を策定し実現に向けて努力しており

ます。

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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前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

②直営店舗の撤退に向けた協業

当社グループが推進している事業

の再構築の一環として、フランチャ

イズ業態の旗艦店舗と、プロ店長の

研修店舗を除く直営店舗について

は、TRNグループを通じて売却を進

めております。当中間期におきまし

ても、計６店舗をTRNコーポレーシ

ョン株式会社の100％子会社である

店舗流通ネット株式会社へと売却い

たしました。

③フランチャイズ本部の機能補完に

関する協業

TRNグループは繁盛業態の開発・

運営及び多店舗展開を行っており、

当社のフランチャイズ本部事業との

高いシナジーが見込めます。店舗開

発、商品開発などの機能の共有や、

繁盛業態の共同展開などにより、当

該事業における収益拡大を目指して

まいります。

以上のように、当社グループは

TRNコーポレーション株式会社との

提携関係を強化するとともに、人材

関連事業へと経営資源を集中するな

どの事業の再構築を推進し、収益性

の改善に努めております。

従いまして、中間連結財務諸表は

継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を

財務諸表には反映しておりません。
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＜訂正前＞ 

(7) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

（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。 

 なお当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。

（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。

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

 当連結会計年度より「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139,020千円でありま

す。 

 なお当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）

 当連結会計年度から「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。

（連結貸借対照表）

 「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当連結会計年度から「のれん」

として表示しております。

 「新株発行費」は、当連結会計年

度から「株式交付費」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）

 当連結会計年度から、「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。
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＜訂正後＞ 

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

（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。 

 なお当中間連結会計期間における

中間連結貸借対照表の純資産の部に

ついては、中間連結財務諸表規則の

改正に伴い、改正後の中間連結財務

諸表規則により作成しております。

（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。

――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

 当連結会計年度より「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139,020千円でありま

す。 

 なお当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。

（企業結合に係る会計基準等）

 当連結会計年度から「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。

（連結貸借対照表）

 「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当連結会計年度から「のれん」

として表示しております。

 「新株発行費」は、当連結会計年

度から「株式交付費」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）

 当連結会計年度から、「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。
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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18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

 前中間連結会計期間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」（前中間連結
会計期間 41,725千円）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において流動資産の「その他」
に含めて表示しておりました「未収入金」（前中間連
結会計期間 34,813千円）については、資産総額の100
分の５超となったため、当中間連結会計期間より区分
掲記しております。 

 

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

（中間連結貸借対照表） 
 前中間連結会計期間において流動資産の「その他」
に含めて表示しておりました「仮払金」(前中間連結会
計期間 81,500千円)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、当中間連結会計
期間より区分掲記しております。  

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

 
  

＜訂正後＞ 

(8) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成19年10月31日)

前連結会計年度末 
(平成19年４月30日)

※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

62,893千円

※１有形固定資産の減価償却累計額

125,917千円

 

 ２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

 ２保証債務

―――――

 

 ２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

 

※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

  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

  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。）

前中間連結会計期間末
(平成18年10月31日)

当中間連結会計期間末
(平成19年10月31日)

前連結会計年度末 
(平成19年４月30日)

※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

62,893千円

※１有形固定資産の減価償却累計額

110,470千円

 

 ２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

 ２保証債務

―――――

 

 ２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

 

※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

  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

  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18年５月１日 
 至 平成18年10月31日)

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

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19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

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

880千円

役員報酬 29,604千円

従業員給与 52,051千円

旅費交通費 3,852千円

地代家賃 19,847千円

減価償却費 1,398千円

報酬 28,284千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

貸倒引当金 
繰入額

7,183千円

役員報酬 82,440千円

従業員給与 71,650千円

旅費交通費 19,243千円

地代家賃 33,616千円

減価償却費 2,891千円

報酬 78,026千円
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年５月１日 
  至 平成18年10月31日)

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

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
  至 平成19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)

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。

※２   ――――― 

 

※２ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産について減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

東京都 店舗
建物、リース

資産等
300,120

東京都 本社
建物、リース

資産等
24,824

大阪府 店舗
建物、リース

資産等
122,817

千葉県 店舗
建物、リース

資産等
25,827

埼玉県 店舗
建物、リース

資産等
85,828

栃木県 店舗
建物、リース

資産等
15,697

岐阜県 店舗
建物、工具器

具
14,455

福岡県 店舗
建物、工具器

具
23,695

静岡県
転貸資

産
建物等 143,078

愛知県
転貸資

産
建物等 212,509

㈱ リン 

ク・ワン

遊休資

産

長期前払費用

等
268,088

合計 1,236,944

 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

（1,236,944千円）として特別損失

に計上しております。

 減損損失の主な内訳は、建物

669,751千円、工具器具102,713千

円、建設仮勘定80,957千円、のれん

38,879千円、長期前払費用113,409

千円、リース資産104,308千円、ソ

フトウエア93,472千円であります。

 なお、当資産の回収可能価額は正

味売却価額または使用価値により算

定しており、正味売却額は売却事例

等を勘案した合理的見積もりにより

評価し、売却や他への転用が困難な

資産は０円としております。また使

用価値については将来キャッシュ・

フローを７％で割り引いて算定して

おります。
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年10月31日)

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

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳

―――――― ―――――

 

工具・器具 547千円
計 547千円

※４ 事業改革の一環として行う契

約形態の見直しにより生じる契

約解消のための返金額447,000

千円を損失計上しております。

※４    ――――― ※４ 事業改革の一環として行う契

約形態の見直しにより生じる契

約解消のための返金額447,000

千円を損失計上しております。

 

※５ その他の特別損失の内訳

固定資産の除却 17,909千円
貸倒引当金 
繰入額

85,262千円

賃貸契約解約損 5,683千円
投資有価証券 
評価損

2,000千円

※５ その他の特別損失の内訳

―――――

※５ その他の特別損失の内訳

固定資産の除却 78,839千円

貸倒引当金 
繰入額

101,752千円

賃貸契約解約損 5,683千円

投資有価証券 
評価損

22,000千円

店舗売却損 13,629千円
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＜訂正後＞ 

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

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

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19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

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

880千円

役員報酬 29,604千円

従業員給与 52,051千円

旅費交通費 3,852千円

地代家賃 19,847千円

減価償却費 1,398千円

報酬 28,284千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

貸倒引当金 
繰入額

7,183千円

役員報酬 82,440千円

従業員給与 71,650千円

旅費交通費 19,243千円

地代家賃 33,140千円

減価償却費 2,891千円

報酬 78,026千円
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年５月１日 
  至 平成18年10月31日)

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

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
  至 平成19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)

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。

※２   ――――― 

 

※２ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産について減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

東京都 店舗
建物、リース

資産等
257,338

東京都 本社
建物、リース

資産等
24,824

大阪府 店舗
建物、リース

資産等
105,008

千葉県 店舗
建物、リース

資産等
25,827

埼玉県 店舗
建物、リース

資産等
52,921

栃木県 店舗
建物、リース

資産等
15,697

岐阜県 店舗
建物、工具器

具
14,455

福岡県 店舗
建物、工具器

具
23,695

静岡県
転貸資

産
建物等 143,078

愛知県
転貸資

産
建物等 212,509

㈱ リン 

ク・ワン

遊休資

産

長期前払費用

等
198,088

合計 1,073,446

 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

（1,073,446千円）として特別損失

に計上しております。

 減損損失の主な内訳は、建物

506,253千円、工具器具102,713千

円、建設仮勘定80,957千円、のれん

38,879千円、長期前払費用113,409

千円、リース資産104,308千円、ソ

フトウエア93,472千円であります。

 なお、当資産の回収可能価額は正

味売却価額または使用価値により算

定しており、正味売却額は売却事例

等を勘案した合理的見積もりにより

評価し、売却や他への転用が困難な

資産は０円としております。また使

用価値については将来キャッシュ・

フローを７％で割り引いて算定して

おります。
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前中間連結会計期間 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年10月31日)

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

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳 ※３ 固定資産売却損の内訳

―――――― ―――――

 

工具・器具 547千円
計 547千円

※４   ―――――― ※４    ――――― ※４   ――――――  

 

※５ その他の特別損失の内訳

固定資産の除却 17,909千円
貸倒引当金 
繰入額

85,262千円

賃貸契約解約損 5,683千円
投資有価証券 
評価損

2,000千円

※５ その他の特別損失の内訳

―――――

※５ その他の特別損失の内訳

固定資産の除却 78,839千円

貸倒引当金 
繰入額

101,752千円

賃貸契約解約損 5,683千円

投資有価証券 
評価損

22,000千円

店舗売却損 13,629千円

※６    ――――― ※６    ――――― ※６ 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) その他の事業………消耗品販売代理事業等 

  

＜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) その他の事業………消耗品販売代理事業等 

(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 
又は営業損失(△)

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

590,800 934,801 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 
又は営業損失(△)

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) その他の事業………消耗品販売代理事業等 

  

＜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) その他の事業………消耗品販売代理事業等 

前連結会計年度(自 平成18年５月１日 至 平成19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

1,013,503 1,649,434 8,733 2,671,671 ― 2,671,671

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,013,503 1,649,434 8,733 2,671,671 ― 2,671,671

営業費用 998,789 2,241,428 2,588 3,242,806 ― 3,242,806

営業利益 
又は営業損失(△)

14,713 △591,994 6,145 △571,135 ― △571,135

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

1,013,503 1,589,434 8,733 2,611,671 ― 2,611,671

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,013,503 1,589,434 8,733 2,611,671 ― 2,611,671

営業費用 998,789 2,236,285 2,588 3,237,663 ― 3,237,663

営業利益 
又は営業損失(△)

14,713 △646,851 6,145 △625,992 ― △625,992
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＜訂正前＞ 

 
（注）１株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は以下

のとおりであります。 

(１株当たり情報)

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり 
純資産額

6,955円33銭
１株当たり
純資産額

2,298円88銭
１株当たり
純資産額

7,863円57銭

１株当たり 
中間純損失金額

208,902円24銭
１株当たり
中間純損失金額

5,564円69銭
１株当たり
当期純損失金額

395,534円55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、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。

 

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

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり中間(当期)純利
益金額又は中間純損失金額

中間(当期)純損失
(千円)

1,265,320 98,378  2,676,582

普通株主に帰属しない 
金額(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当
期)純損失(千円)

1,265,320 98,378  2,676,582

普通株式の期中平均 
株式数（株）

6,057 17,679 6,767

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） 120 ― ―

（うち新株予約権） (120) (―) (―)

（うち転換社債） (―) (―) (―)

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）。

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債
（額 面 総 額 550 百 万
円）、第１回新株予約
権（新株予約権の数200
個）、第３回新株予約
権（新株予約権の数178
個）及び第４回新株予
約権（新株予約権の数
709個）並びに第５回新
株予約権（新株予約権
の数86個）。

―――――
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＜訂正後＞ 

 
（注）１株当たり中間(当期)純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は以下

のとおりであります。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり 
純資産額

△20,277円12銭
１株当たり
純資産額

2,298円88銭
１株当たり
純資産額

7,863円57銭

１株当たり 
中間純損失金額

126,265円50銭
１株当たり
中間純損失金額

5,564円69銭
１株当たり
当期純損失金額

297,104円40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、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。

 

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

前中間連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり中間(当期)純利
益金額又は中間純損失金額

中間(当期)純損失
(千円)

764,790 98,378 2,010,505

普通株主に帰属しない 
金額(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当
期)純損失(千円)

764,790 98,378 2,010,505

普通株式の期中平均 
株式数（株）

6,057 17,679 6,767

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） 120 ― ―

（うち新株予約権） (120) (―) (―)

（うち転換社債） (―) (―) (―)

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）。

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債
（額 面 総 額 550 百 万
円）、第１回新株予約
権（新株予約権の数200
個）、第３回新株予約
権（新株予約権の数178
個）及び第４回新株予
約権（新株予約権の数
709個）並びに第５回新
株予約権（新株予約権
の数86個）。

―――――
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＜訂正前＞ 

５ 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成18年10月31日)

当中間会計期間末

(平成19年10月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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 ※３ 385,361 845,765 1,565,794

 ２ 受取手形 1,729 ― ―

 ３ 売掛金 201,077 109,116 126,866

 ４ たな卸資産 21,484 5,655 9,440

 ５ 短期貸付金 400,000 9,918 ―

 ６ 未収入金 ― 103,373 ―

 ７ その他 ※４ 266,825 51,749 173,569

 ８ 貸倒引当金 △33,278 △11,834 △16,491

   流動資産合計 1,243,200 43.3 1,113,744 57.7 1,859,179 72.8

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産
※１ 
 

   １ 建物 514,972 130,611 169,540

   ２ その他 156,308 27,663 27,872

   有形固定資産合計 671,281 23.3 158,274 8.2 197,413 7.7

 (2) 無形固定資産

   １ のれん 23,739 7,121 9,495

   ２ その他 105,601 7,075 9,375

   無形固定資産合計 129,341 4.5 14,196 0.7 18,870 0.7

 (3) 投資その他の資産

   １ 関係会社株式 190,420 362,000 151,920

   ２ 関係会社長期
     貸付金

149,679 ― ―

   ３ 長期前払費用 119,947 8,536 14,015

   ４ 敷金・保証金 291,361 255,808 254,791

   ５ 破産更生債権 ― 104,339 ―

   ６ その他 146,016 13,022 157,792

   ７ 貸倒引当金 △67,688 △99,700 △100,593

   投資その他の資産 
   合計

829,736 28.9 644,005 33.4 477,925 18.8

   固定資産合計 1,630,359 56.7 816,477 42.3 694,209 27.2

   資産合計 2,873,559 100.0 1,930,221 100.0 2,553,389 100.0
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＜訂正後＞ 

前中間会計期間末

(平成18年10月31日)

当中間会計期間末

(平成19年10月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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 ※３ 385,361 845,765 1,565,794

 ２ 受取手形 1,729 ― ―

 ３ 売掛金 201,077 109,116 126,866

 ４ たな卸資産 21,484 5,655 9,440

 ５ 短期貸付金 40,000 9,918 ―

 ６ 未収入金 ― 103,373 ―

 ７ その他 ※４ 676,825 51,749 173,569

 ８ 貸倒引当金 △33,278 △11,834 △16,491

   流動資産合計 1,293,200 47.8 1,113,744 57.7 1,859,179 72.8

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産
※１ 
 

   １ 建物 419,426 130,611 169,540

   ２ その他 86,308 27,663 27,872

   有形固定資産合計 505,735 18.6 158,274 8.2 197,413 7.7

 (2) 無形固定資産

   １ のれん 23,739 7,121 9,495

   ２ その他 105,601 7,075 9,375

   無形固定資産合計 129,341 4.8 14,196 0.7 18,870 0.7

 (3) 投資その他の資産

   １ 関係会社株式 190,420 362,000 151,920

   ２ 関係会社長期
     貸付金

149,679 ― ―

   ３ 長期前払費用 119,947 8,536 14,015

   ４ 敷金・保証金 241,361 255,808 254,791

   ５ 破産更生債権 ― 104,339 ―

   ６ その他 146,016 13,022 157,792

   ７ 貸倒引当金 △67,688 △99,700 △100,593

   投資その他の資産 
   合計

779,736 28.8 644,005 33.4 477,925 18.8

   固定資産合計 1,414,812 52.2 816,477 42.3 694,209 27.2

   資産合計 2,708,013 100.0 1,930,221 100.0 2,553,389 100.0
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＜訂正前＞ 

前中間会計期間末

(平成18年10月31日)

当中間会計期間末

(平成19年10月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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 97,347 36,849 89,992

 ２ 短期借入金 ― 100,000 ―

 ３ 一年内償還予定 
   社債

― 33,400 ―

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金

448,892 452,392 462,292

 ５ 未払金 291,136 116,608 215,943

 ６ 未払費用 45,667 46,657 49,628

 ７ 未払法人税等 13,420 6,005 13,872

 ８ 前受金 410,994 54,907 97,056

 ９ その他 ※４ 55,914 46,832 227,406

   流動負債合計 1,363,373 47.4 893,652 46.3 1,156,192 45.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 616,600 583,200 599,900

 ２ 長期借入金 716,948 341,456 565,152

 ３ その他 62,032 51,158 49,908

   固定負債合計 1,395,580 48.6 975,814 50.6 1,214,960 47.6

   負債合計 2,758,953 96.0 1,869,466 96.9 2,371,152 92.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 607,076 21.1 1,361,076 70.5 1,361,076 53.3

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 505,076 1,259,076 1,259,076

資本剰余金合計 505,076 17.6 1,259,076 65.2 1,259,076 49.3

３ 利益剰余金

(1) 利益準備金 2,175 2,175 2,175

(2) その他利益剰余金

別途積立金 130,000 130,000 130,000

繰越利益剰余金 △1,129,722 △2,691,573 △2,570,090

利益剰余金合計 △997,547 △34.7 △2,559,398 △132.6 △2,437,915 △95.5

株主資本合計 114,605 4.0 60,754 3.1 182,237 7.1

純資産合計 114,605 4.0 60,754 3.1 182,237 7.1

負債・純資産合計 2,873,559 100.0 1,930,221 100.0 2,553,389 100.0
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＜訂正後＞ 

前中間会計期間末

(平成18年10月31日)

当中間会計期間末

(平成19年10月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 
(平成19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 97,347 36,849 89,992

 ２ 短期借入金 ― 100,000 ―

 ３ 一年内償還予定 
   社債

― 33,400 ―

 ４ 一年以内返済予定 
   長期借入金

448,892 452,392 462,292

 ５ 未払金 144,136 116,608 215,943

 ６ 未払費用 45,667 46,657 49,628

 ７ 未払法人税等 13,420 6,005 13,872

 ８ 前受金 580,344 54,907 97,056

 ９ その他 ※４ 33,564 46,832 227,406

   流動負債合計 1,363,373 50.3 893,652 46.3 1,156,192 45.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 616,600 583,200 599,900

 ２ 長期借入金 716,948 341,456 565,152

 ３ その他 62,032 51,158 49,908

   固定負債合計 1,395,580 51.5 975,814 50.6 1,214,960 47.6

   負債合計 2,758,953 101.8 1,869,466 96.9 2,371,152 92.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 607,076 22.4 1,361,076 70.5 1,361,076 53.3

２ 資本剰余金

(1) 資本準備金 505,076 1,259,076 1,259,076

資本剰余金合計 505,076 18.7 1,259,076 65.2 1,259,076 49.3

３ 利益剰余金

(1) 利益準備金 2,175 2,175 2,175

(2) その他利益剰余金

別途積立金 130,000 130,000 130,000

繰越利益剰余金 △1,295,268 △2,691,573 △2,570,090

利益剰余金合計 △1,163,093 △42.9 △2,559,398 △132.6 △2,437,915 △95.5

株主資本合計 △50,940 △1.8 60,754 3.1 182,237 7.1

純資産合計 △50,940 △1.8 60,754 3.1 182,237 7.1

負債・純資産合計 2,708,013 100.0 1,930,221 100.0 2,553,389 100.0
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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18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年５月１日
至 平成19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 1,590,311 100.0 911,488 100.0 2,671,671 100.0

Ⅱ 売上原価 1,550,870 97.5 937,783 102.9 2,786,104 104.3

  売上総利益 39,440 2.5 △26,295 △2.9 114,433 △4.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 236,559 14.9 181,665 19.9 457,360 17.1

  営業損失(△営業損失) △197,118 △12.4 △207,960 △22.8 △571,794 △21.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 9,783 0.6 2,576 0.3 11,800

Ⅴ 営業外費用 ※２ 11,141 0.7 8,638 0.9 63,689

  経常損失(△経常損失) △198,476 △12.5 △214,021 △23.5 △623,683 △23.4

VI 特別利益 ※４ ― ― 105,701 11.6 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※5,6 930,630 58.5 15,072 1.7 1,940,440

  税引前中間(当期) 
  純利益(△中間純損失)

△1,129,107 △71.0 △123,392 △13.5 △2,564,124 △96.0

   法人税、住民税 
   及び事業税

6,512 5,942 11,863

   法人税等還付金 ― △7,852 110,911

   法人税等調整額 110,911 117,423 7.4 ― △1,910 0.2 ― 122,775 4.6

  中間(当期)純利益 
  (△中間純損失)

△1,246,531 △78.4 △121,482 △13.3 △2,686,899 △100.6
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＜訂正後＞ 

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間

(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年５月１日
至 平成19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 1,530,311 100.0 911,488 100.0 2,611,671 100.0

Ⅱ 売上原価 1,548,251 101.2 937,783 102.9 2,781,437 106.5

  売上総利益 △17,939 △1.2 △26,295 △2.9 △169,766 △6.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 236,559 15.4 181,665 19.9 456,884 17.5

  営業損失(△営業損失) △254,499 △16.6 △207,960 △22.8 △626,651 △24.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 9,783 0.6 2,576 0.3 11,800 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 11,141 0.7 8,638 0.9 63,689 2.4

  経常損失(△経常損失) △255,857 △16.7 △214,021 △23.5 △678,540 △26.0

VI 特別利益 ※４ ― ― 105,701 11.6 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※5,6 483,630 31.6 15,072 1.7 1,330,418 50.9

  税引前中間(当期) 
  純利益(△中間純損失)

△739,488 △48.3 △123,392 △13.5 △2,008,958 △76.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

6,512 5,942 11,863

   法人税等還付金 ― △7,852 ―

   法人税等調整額 ― 6,512 0.4 ― △1,910 0.2 ― 11,863 0.5

  中間(当期)純利益 
  (△中間純損失)

△746,000 △48.7 △121,482 △13.3 △2,020,822 △77.4
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前中間会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年10月31日) 

＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
                                               

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成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 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 36,000

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

 役員賞与 ― ― ― ― △6,000 △6,000 △6,000 △6,000

 中間純損失 ― ― ― ― △1,246,531 △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 △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 △997,547 114,605 114,605

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

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

中間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 △29,795

 役員賞与 ― ― ― ― △6,000 △6,000 △6,000 △6,000

 中間純損失 ― ― ― ― △746,000 △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 △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 △50,940
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前事業年度(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
                                               

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成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 1,360,931

事業年度中の変動額

 新株の発行 772,000 772,000 ― ― ― ― 1,544,000 1,544,000

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

 役員賞与 ― ― ― ― △6,000 △6,000 △6,000 △6,000

 当期純損失 ― ― ― ― △2,686,899 △2,686,899 △2,686,899 △2,686,899

 別途積立金計上 ― ― ― 50,000 △50,000 ― ― ―

事業年度中の変動額合計 

(千円)
772,000 772,000 ― 50,000 △2,772,694 △2,722,694 △1,178,694 △1,178,694

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

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金 利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

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

事業年度中の変動額

 新株の発行 772,000 772,000 ― ― ― ― 1,544,000 1,544,000

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

 役員賞与 ― ― ― ― △6,000 △6,000 △6,000 △6,000

 当期純損失 ― ― ― ― △2,020,822 △2,020,822 △2,020,822 △2,020,822

 別途積立金計上 ― ― ― 50,000 △50,000 ― ― ―

事業年度中の変動額合計 

(千円)
772,000 772,000 ― 50,000 △2,106,617 △2,056,617 △512,617 △512,617

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

(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19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。

当社は、前事業年度に571,794千

円、当中間会計期間に207,960千円

と継続的に営業損失を計上した結

果、資本の欠損が生じております。

これにより、当社には継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おります。

当社は、当該状況を解消すべく、

平成19年４月９日に第三者割当増資

を実行し、財務体質の強化を図りま

した。また、経営体質の改善を図る

ため「新中期経営計画」等を策定し

実現に向けて努力しております。

「新中期経営計画」におきまして

は、当社は「人材関連サービスを中

心とした外食支援企業」を目指すこ

とを標榜し、業績改善に向けた事業

の再構築を積極的に推進しておりま

す。また、「新中期経営計画」の達

成に向けて、当社は親会社となった

TRNコーポレーション株式会社との

間での業務提携についても積極的に

推進しております。同社との間にお

ける主たる業務提携の内容、及び事

業再構築の進展状況は下記の通りで

す。

①飲食店向け人材関連事業の拡大に

向けた協業

TRNグループは、業務委託型店舗

をはじめとして600店舗を超える飲

食店を管理するとともに、多数の飲

食店の出退店情報を保有しておりま

す。当社では、TRNグループの顧客

構造や出退店情報を活用することに

より、プロ店長派遣・教育コンサル

ティング・人材紹介などの人材関連

サービスの事業拡大を目指してまい

ります。

当社は、当事業年度において、

571,794千円の営業損失、2,686,899

千円の当期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、当該状況を解消すべく、

平成19年４月９日に第三者割当増資

を実行し、財務体質の強化を図りま

した。また、経営体質の改善を図る

ため「新中期経営計画」を策定し実

現に向けて努力しております。

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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前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

②直営店舗の撤退に向けた協業

当社が推進している事業の再構築

の一環として、フランチャイズ業態

の旗艦店舗と、プロ店長の研修店舗

を除く直営店舗については、TRNグ

ループを通じて売却を進めておりま

す。当中間期におきましても、計６

店舗をTRNコーポレーション株式会

社の100％子会社である店舗流通ネ

ット株式会社へと売却いたしまし

た。

③フランチャイズ本部の機能補完に

関する協業

TRNグループは繁盛業態の開発・

運営及び多店舗展開を行っており、

当社のフランチャイズ本部事業との

高いシナジーが見込めます。店舗開

発、商品開発などの機能の共有や、

繁盛業態の共同展開などにより、当

該事業における収益拡大を目指して

まいります。以上のように、当社は

TRNコーポレーション株式会社との

提携関係を強化するとともに、人材

関連事業へと経営資源を集中するな

どの事業の再構築を推進し、収益性

の改善に努めております。

従いまして、中間財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務

諸表には反映しておりません。

- 44 -



＜訂正後＞ 

前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

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、前事業年度に626,651千

円、当中間会計期間に207,960千円

と継続的に営業損失を計上した結

果、資本の欠損が生じております。

これにより、当社には継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在して

おります。

当社は、当該状況を解消すべく、

平成19年４月９日に第三者割当増資

を実行し、財務体質の強化を図りま

した。また、経営体質の改善を図る

ため「新中期経営計画」等を策定し

実現に向けて努力しております。

「新中期経営計画」におきまして

は、当社は「人材関連サービスを中

心とした外食支援企業」を目指すこ

とを標榜し、業績改善に向けた事業

の再構築を積極的に推進しておりま

す。また、「新中期経営計画」の達

成に向けて、当社は親会社となった

TRNコーポレーション株式会社との

間での業務提携についても積極的に

推進しております。同社との間にお

ける主たる業務提携の内容、及び事

業再構築の進展状況は下記の通りで

す。

①飲食店向け人材関連事業の拡大に

向けた協業

TRNグループは、業務委託型店舗

をはじめとして600店舗を超える飲

食店を管理するとともに、多数の飲

食店の出退店情報を保有しておりま

す。当社では、TRNグループの顧客

構造や出退店情報を活用することに

より、プロ店長派遣・教育コンサル

ティング・人材紹介などの人材関連

サービスの事業拡大を目指してまい

ります。

当社は、当事業年度において、

626,651千円の営業損失、2,020,822

千円の当期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、当該状況を解消すべく、

平成19年４月９日に第三者割当増資

を実行し、財務体質の強化を図りま

した。また、経営体質の改善を図る

ため「新中期経営計画」を策定し実

現に向けて努力しております。

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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前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

②直営店舗の撤退に向けた協業

当社が推進している事業の再構築

の一環として、フランチャイズ業態

の旗艦店舗と、プロ店長の研修店舗

を除く直営店舗については、TRNグ

ループを通じて売却を進めておりま

す。当中間期におきましても、計６

店舗をTRNコーポレーション株式会

社の100％子会社である店舗流通ネ

ット株式会社へと売却いたしまし

た。

③フランチャイズ本部の機能補完に

関する協業

TRNグループは繁盛業態の開発・

運営及び多店舗展開を行っており、

当社のフランチャイズ本部事業との

高いシナジーが見込めます。店舗開

発、商品開発などの機能の共有や、

繁盛業態の共同展開などにより、当

該事業における収益拡大を目指して

まいります。以上のように、当社は

TRNコーポレーション株式会社との

提携関係を強化するとともに、人材

関連事業へと経営資源を集中するな

どの事業の再構築を推進し、収益性

の改善に努めております。

従いまして、中間財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務

諸表には反映しておりません。
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＜訂正前＞ 

(6) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

（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。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

（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。

―――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

 当事業年度より「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182,237千円であります。

 なお、当事業年度における中間貸

借対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。

（企業結合に係る会計基準等）

 当事業年度から「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。

（貸借対照表）

 「営業権」は、当事業年度から

「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）

 当事業年度から、「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。
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＜訂正後＞ 

前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

（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。 

 なお、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

（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。

―――――

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準）

 当事業年度より「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182,237千円であります。

 なお、当事業年度における中間貸

借対照表の純資産の部については、

財務諸表等規則の改正に伴い、改正

後の財務諸表等規則により作成して

おります。

（企業結合に係る会計基準等）

 当事業年度から「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。

（貸借対照表）

 「営業権」は、当事業年度から

「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）

 当事業年度から、「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。
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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18年５月１日 
 至 平成18年10月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年10月31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。

 前中間会計期間において流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「未収入金」（前中間会計期

間 34,813千円）については、資産総額の100分の５超

となったため、当中間会計期間より区分掲記しており

ます。

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「破産更正債権」

（前中間会計期間 72,326千円）については、資産総

額の100分の５超となったため、当中間会計期間より区

分掲記しております。

前中間会計期間 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年10月31日)

当中間会計期間 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年10月31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。

 前中間会計期間において流動資産の「その他」に含

めて表示しておりました「未収入金」（前中間会計期

間 34,813千円）については、資産総額の100分の５超

となったため、当中間会計期間より区分掲記しており

ます。

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「破産更正債権」

（前中間会計期間 72,326千円）については、資産総

額の100分の５超となったため、当中間会計期間より区

分掲記しております。
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＜訂正前＞ 

 
＜訂正後＞ 

(7) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成18年10月31日)

当中間会計期間末
(平成19年10月31日)

前事業年度末 
(平成19年４月30日)

※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

62,142千円

※１有形固定資産の減価償却累計額

125,917千円

 

 ２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

 ２保証債務

―――――

 

 ２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

 

※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

  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

  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。）

 ※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。

 ※４消費税等の取扱い   

―――――

前中間会計期間末 
(平成18年10月31日)

当中間会計期間末
(平成19年10月31日)

前事業年度末 
(平成19年４月30日)

※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

62,142千円

※１有形固定資産の減価償却累計額

110,470千円

 

 ２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

 ２保証債務

―――――

 

 ２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

 

※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

  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

  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。）

 ※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。

 ※４消費税等の取扱い   

―――――
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＜訂正前＞ 

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

※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 2,206千円

受取配当金 340千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 8,714千円

受取配当金 340千円

※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 8,295千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 18,231千円

株式交付費 42,618千円

 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 10,147千円

無形固定資産 4,673千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 101,617千円

無形固定資産 35,045千円

※４    ―――――
 
※４ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売
却益

78,780千円

貸倒引当金戻入
益

5,905千円

契約解除返戻金 21,000千円

※４    ―――――

 
※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

 なお、事業改革損は、事業改革の

一環として行う契約形態の見直しに

より生じる契約解消のための返金額

447,000千円を損失計上したもので

あります。

 
※５ 特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評
価損

9,067千円

店舗撤退損失 6,005千円

 

 

※５ 特別損失のうち主要なもの

事業改革損 447,000千円

減損損失 1,232,487千円

固定資産売却損 547千円

 事業改革の一環として行う契約形

態の見直しにより生じる契約解消の

ための返金額447,000千円を損失計

上しております。
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前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年10月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年10月31日)

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19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)

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。  

 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。

※６   ―――――

 

 

 

※６ 減損損失

 当事業年度において、当社は以下

の資産について減損損失を計上して

おります。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

東京都 店舗
建物、リース

資産等
300,120

東京都 本社
建物、リース

資産等
24,824

大阪府 店舗
建物、リース

資産等
122,817

千葉県 店舗
建物、リース

資産等
25,827

埼玉県 店舗
建物、リース

資産等
85,828

栃木県 店舗
建物、リース

資産等
15,697

岐阜県 店舗
建物、 

工具器具
14,455

福岡県 店舗
建物、 

工具器具
23,695

静岡県
転貸

資産
建物等 143,078

愛知県
転貸

資産
建物等 212,509

㈱ リン 

ク・ワン

遊休

資産

長期前払費用

等
263,631

合計 1,232,487

 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、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

（1,232,487千円）として特別損失

に計上しております。 

 減損損失の主な内訳は、建物

669,751千円、工具器具102,713千

円、建設仮勘定80,957千円、のれん

34,422千円、長期前払費用113,409

千円、リース資産104,308千円、ソ

フトウエア93,472千円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額は正

味売却価額または使用価値により算

定しており、正味売却額は売却事例

等を勘案した合理的見積もりにより

評価し、売却や他への転用が困難な

資産は０円としております。また使

用価値については将来キャッシュフ

ローを７％で割り引いて算定してお

ります。
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＜訂正後＞ 

前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

※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 2,206千円

受取配当金 340千円
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 8,714千円

受取配当金 340千円

※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 8,295千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 18,231千円

株式交付費 42,618千円

 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 10,147千円

無形固定資産 4,673千円

 ３ 減価償却実施額

有形固定資産 101,617千円

無形固定資産 35,045千円

※４    ―――――
 
※４ 特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売
却益

78,780千円

貸倒引当金戻入
益

5,905千円

契約解除返戻金 21,000千円

※４    ―――――

 
※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

投資有価証券評
価損

9,067千円

店舗撤退損失 6,005千円

 

 

※５ 特別損失のうち主要なもの

事業改革損 ─千円

減損損失 1,068,989千円

固定資産売却損 547千円
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前中間会計期間 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年10月31日)

当中間会計期間 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年10月31日)

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19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)

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。  

 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。

※６   ―――――

 

 

 

※６ 減損損失

 当事業年度において、当社は以下

の資産について減損損失を計上して

おります。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

東京都 店舗
建物、リース

資産等
257,338

東京都 本社
建物、リース

資産等
24,824

大阪府 店舗
建物、リース

資産等
105,008

千葉県 店舗
建物、リース

資産等
25,827

埼玉県 店舗
建物、リース

資産等
52,921

栃木県 店舗
建物、リース

資産等
15,697

岐阜県 店舗
建物、 

工具器具
14,455

福岡県 店舗
建物、 

工具器具
23,695

静岡県
転貸

資産
建物等 143,078

愛知県
転貸

資産
建物等 212,509

㈱ リン 

ク・ワン

遊休

資産

長期前払費用

等
193,631

合計 1,068,989

 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、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

（1,068,989千円）として特別損失

に計上しております。 

 減損損失の主な内訳は、建物

506,253千円、工具器具102,713千

円、建設仮勘定80,957千円、のれん

34,422千円、長期前払費用113,409

千円、リース資産104,308千円、ソ

フトウエア93,472千円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額は正

味売却価額または使用価値により算

定しており、正味売却額は売却事例

等を勘案した合理的見積もりにより

評価し、売却や他への転用が困難な

資産は０円としております。また使

用価値については将来キャッシュフ

ローを７％で割り引いて算定してお

ります。
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＜訂正前＞ 

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

下のとおりであります。 

(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり純資産額 18,852円71銭 １株当たり純資産額 3,436円54銭 １株当たり純資産額 10,308円11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、潜在株
式は存在するものの１株当たり中間
純損失であるため記載しておりませ
ん。

１株当たり
中間純損失金額

6,871円57銭

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

１株当たり
当期純損失金額

397,059円19銭

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

前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり中間（当期）純
利益金額

中間(当期)純損失 
(千円)

1,246,531 121,482 2,686,899

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純損失(千円)

1,246,531 121,482 2,686,899

普通株式の期中平均株式数
(株)

6,057 17,679 6,767

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) 120 ― ―

   （うち新株予約権） (120) (―) (―)

   （うち転換社債） (―) (―) (―)

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）。

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債
（額 面 総 額 550 百 万
円）、第１回新株予約
権（新株予約権の数200
個）、第３回新株予約
権（新株予約権の数178
個）及び第４回新株予
約権（新株予約権の数
709個）並びに第５回新
株予約権（新株予約権
の数86個）。

―――――
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＜訂正後＞ 

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

下のとおりであります。 

 
  

以上 

前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり純資産額 △8,379円75銭 １株当たり純資産額 3,436円54銭 １株当たり純資産額 10,308円11銭

１株当たり 
中間純損失金額

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

１株当たり
中間純損失金額

6,871円57銭

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

１株当たり
当期純損失金額

298,629円04銭

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

前中間会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年10月31日)

当中間会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年10月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり中間（当期）純
利益金額

中間(当期)純損失 
(千円)

746,000 121,482 2,020,822

普通株主に帰属しない金額
(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間(当期)
純損失(千円)

746,000 121,482 2,020,822

普通株式の期中平均株式数
(株)

6,057 17,679 6,767

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) 120 ― ―

   （うち新株予約権） (120) (―) (―)

   （うち転換社債） (―) (―) (―)

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）。

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債
（額 面 総 額 550 百 万
円）、第１回新株予約
権（新株予約権の数200
個）、第３回新株予約
権（新株予約権の数178
個）及び第４回新株予
約権（新株予約権の数
709個）並びに第５回新
株予約権（新株予約権
の数86個）。

―――――
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