
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. 平成20年２月期の連結業績（平成19年５月１日～平成20年２月29日） 

(百万円未満切捨て) 

(％表示は対前期増減率) 

＜訂正前＞ 

 
  

 

 
(注) 当社は、平成19年７月27日開催の定時株主総会において、定款の変更(事業年度の末日の変更)を承認されており、決算期の

変更の経過期間となる当連結会計年度は、平成19年５月１日から平成20年２月末日までの10ヶ月決算となっております。そ

のため、対前期増減率については記載を省略しております。 

  

＜訂正後＞ 

 
  

 

 
(注) 当社は、平成19年７月27日開催の定時株主総会において、定款の変更(事業年度の末日の変更)を承認されており、決算期の

変更の経過期間となる当連結会計年度は、平成19年５月１日から平成20年２月末日までの10ヶ月決算となっております。そ

のため、対前期増減率については記載を省略しております。 

  

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20年２月期 決算短信」の一部訂正について

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 2,915 ─ △469 ─ △482 ─ △508 ─
19年４月期 2,671 △33.6 △571 ─ △647 ─ △2,676 ─

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年２月期 △28,740 13 ─ ─ ─ △22.7 △16.1
19年４月期 △395,534 55 ─ ─ △370.1 △21.4 △21.4

(参考) 持分法投資損益 20年２月期 △6百万円 19年４月期 △24百万円

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 2,915 ─ △469 ─ △482 ─ △508 ─
19年４月期 2,611 △23.5 △625 ─ △701 ─ △2,010 ─

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年２月期 △28,740 13 ─ ─ ─ △22.7 △16.1
19年４月期 △297,104 40 ─ ─ △515.3 △24.4 △24.0

(参考) 持分法投資損益 20年２月期 △6百万円 19年４月期 △24百万円
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

1. 平成20年２月期の個別業績（平成19年５月１日～平成20年２月29日） 

(百万円未満切捨て) 

(％表示は対前期増減率) 

 
＜訂正前＞ 

 
  

 
(注) 当社は、平成19年７月27日開催の定時株主総会において、定款の変更(事業年度の末日の変更)を承認されており、決算期の

変更の経過期間となる当事業年度は、平成19年５月１日から平成20年２月末日までの10ヶ月決算となっております。そのた

め、対前期増減率については記載を省略しております。 

  

＜訂正後＞ 

 
  

 
(注) 当社は、平成19年７月27日開催の定時株主総会において、定款の変更(事業年度の末日の変更)を承認されており、決算期の

変更の経過期間となる当事業年度は、平成19年５月１日から平成20年２月末日までの10ヶ月決算となっております。そのた

め、対前期増減率については記載を省略しております。 

  

(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

20年２月期 △465 △61 △388 633

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

20年２月期 △465 △61 △388 633

19年４月期 △715 △349 1,698 1,548

(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 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 1,377 ─ △444 ─ △451 ─ △525 ─
19年４月期 2,671 △31.5 △571 ─ △623 ─ △2,686 ─

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年２月期 △29,744 93 ─ ─

19年４月期 △397,059 19 ─ ─

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期 1,377 ─ △444 ─ △451 ─ △525 ─
19年４月期 2,611 △20.7 △626 ─ △678 ─ △2,020 ─

１株当たり当期純利益
潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年２月期 △29,744 93 ─ ─

19年４月期 △298,629 04 ─ ─
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

＜訂正前＞ 

 
(注) １．上記指標の算出方法 

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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い 

２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

３．株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式総数により算出しております。 

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。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

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息額を使用しておりま

す。 

５．平成19年４月期及び平成20年２月期のキャッシュ・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＞ 

 
(注) １．上記指標の算出方法 

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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュフロー／利払い 

２．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

３．株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式総数により算出しております。 

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。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

対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息額を使用しておりま

す。 

５．平成19年４月期及び平成20年２月期のキャッシュ・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18年４月期 平成19年４月期 平成20年２月期

自己資本比率 37.2 5.5 △21.3

時価ベースの自己資本比率 124.2 93.3 100.1

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

5.1 ─ ─

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

20.6 ─ ─

平成18年４月期 平成19年４月期 平成20年２月期

自己資本比率 19.8 5.5 △21.3

時価ベースの自己資本比率 134.9 93.3 100.1

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

3.4 ─ ─

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

0.3 ─ ─
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⑤ 上場維持について 

＜訂正前＞ 

 当社グループは、前連結会計年度に571,135千円、当連結会計年度に469,295千円と継続的に営業損失

を計上するとともに、前連結会計年度に810,533千円、当連結会計年度に465,242千円とマイナスの営業

キャッシュフローを計上した結果、債務超過となっております。 

 当該状況の解消にむけて、当社グループでは『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事業再建

を推進し収益力の改善に努めるとともに、当社の親会社であるTRNコーポレーション株式会社等からの

資金支援についても検討を進めておりますが、計画の進捗が遅延し平成21年２月期末時に債務超過解消

が実現しなかった場合、東証マザーズ市場の上場廃止基準への抵触により当社株式が上場廃止となる可

能性があり、株価および株式の市場流動性について重要な影響が生じるおそれがあります。 

 なお、TRNコーポレーション株式会社からは、当社の上場維持を前提とした債務超過解消について、

全面的に協力ならびに支援をすることの了解を得ております。 

＜訂正後＞ 

 当社グループは、前連結会計年度に625,992千円、当連結会計年度に469,295千円と継続的に営業損失

を計上するとともに、前連結会計年度に715,533千円、当連結会計年度に465,242千円とマイナスの営業

キャッシュフローを計上した結果、債務超過となっております。 

 当該状況の解消にむけて、当社グループでは『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事業再建

を推進し収益力の改善に努めるとともに、当社の親会社であるTRNコーポレーション株式会社等からの

資金支援についても検討を進めておりますが、計画の進捗が遅延し平成21年２月期末時に債務超過解消

が実現しなかった場合、東証マザーズ市場の上場廃止基準への抵触により当社株式が上場廃止となる可

能性があり、株価および株式の市場流動性について重要な影響が生じるおそれがあります。 

 なお、TRNコーポレーション株式会社からは、当社の上場維持を前提とした債務超過解消について、

全面的に協力ならびに支援をすることの了解を得ております。 

(4) 事業等のリスク
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＜訂正前＞ 

４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成19年４月30日)

当連結会計年度 

(平成20年２月29日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※３ 1,648,801 733,802 △914,999

 ２ 受取手形及び売掛金 126,866 82,763 △44,102

 ３ 未収入金 ─ 294,247 294,247

 ４ たな卸資産 9,440 42,847 33,407

 ５ 関係会社短期貸付金 ─ 120,426 120,426

 ６ その他 173,592 40,608 △132,983

 ７ 貸倒引当金 △16,491 △42,451 △25,960

   流動資産合計 1,942,209 77.0 1,272,244 73.5 △669,964

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 242,662 125,686 △116,975

     減価償却累計額 △73,121 169,540 △16,393 109,293 56,728 △60,246

  (2) その他 80,668 76,882 △3,786

     減価償却累計額 △52,795 27,872 △52,308 24,574 487 △3,298

   有形固定資産合計 197,413 7.8 133,868 7.7 △63,545

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 15,050 ─ △15,050

  (2) その他 9,375 525 △8,850

   無形固定資産合計 24,425 1.0 525 0.0 △23,900

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 81,868 8,500 △73,368

  (2) 長期前払費用 14,015 2,978 △11,036

  (3) 敷金・保証金 254,791 305,931 51,139

  (4) その他 107,112 6,404 △100,707

  (5) 貸倒引当金 △100,593 ─ 100,593

   投資その他の資産合計 357,194 14.2 323,814 18.8 △33,379

   固定資産合計 579,033 23.0 458,207 26.5 △120,825

   資産合計 2,521,243 100.0 1,730,452 100.0 △790,790
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＜訂正後＞ 

前連結会計年度 

(平成19年４月30日)

当連結会計年度 

(平成20年２月29日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※３ 1,648,801 733,802 △914,999

 ２ 受取手形及び売掛金 126,866 82,763 △44,102

 ３ 未収入金 ─ 294,247 294,247

 ４ たな卸資産 9,440 42,847 33,407

 ５ 関係会社短期貸付金 ─ 120,426 120,426

 ６ その他 173,592 40,608 △132,983

 ７ 貸倒引当金 △16,491 △42,451 △25,960

   流動資産合計 1,942,209 77.0 1,272,244 73.5 △669,964

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 227,214 125,686 △101,527

     減価償却累計額 △57,674 169,540 △16,393 109,293 41,281 △60,246

  (2) その他 80,668 76,882 △3,786

     減価償却累計額 △52,795 27,872 △52,308 24,574 487 △3,298

   有形固定資産合計 197,413 7.8 133,868 7.7 △63,545

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 15,050 ─ △15,050

  (2) その他 9,375 525 △8,850

   無形固定資産合計 24,425 1.0 525 0.0 △23,900

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※１ 81,868 8,500 △73,368

  (2) 長期前払費用 14,015 2,978 △11,036

  (3) 敷金・保証金 254,791 305,931 51,139

  (4) その他 107,112 6,404 △100,707

  (5) 貸倒引当金 △100,593 ─ 100,593

   投資その他の資産合計 357,194 14.2 323,814 18.8 △33,379

   固定資産合計 579,033 23.0 458,207 26.5 △120,825

   資産合計 2,521,243 100.0 1,730,452 100.0 △790,790

- 6 -



＜訂正前＞ 

前連結会計年度 

(平成19年４月30日)

当連結会計年度 

(平成20年２月29日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 92,267 206,152 113,885

 ２ 短期借入金 ※４ 100,000 100,000 ─

 ３ 一年以内償還予定 

   社債
─ 33,400 33,400

 ４ 一年以内返済予定 

   長期借入金
462,292 441,192 △21,100

 ５ 未払金 215,943 148,839 △67,103

 ６ 未払費用 49,628 144,333 94,704

 ７ 未払法人税等 13,872 16,633 2,761

 ８ 店舗撤退損失引当金 ─ 27,817 27,817

 ９ その他 225,001 127,772 △97,228

   流動負債合計 1,159,004 46.0 1,246,140 72.0 87,135

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 599,900 566,500 △33,400

 ２ 長期借入金 565,152 203,152 △362,000

 ３ 負ののれん ─ 1,904 1,904

 ４ その他 49,908 37,994 △11,913

   固定負債合計 1,214,960 48.2 809,551 46.8 △405,408

   負債合計 2,373,964 94.2 2,055,692 118.8 △318,272

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,361,076 54.0 1,361,076 78.6 ─

 ２ 資本剰余金 1,259,076 50.0 1,259,076 72.8 ─

 ３ 利益剰余金 △2,481,132 △98.5 △2,989,229 △172.7 △508,096

   株主資本合計 139,020 5.5 △369,076 △21.3 △508,096

Ⅱ 少数株主持分 8,258 0.3 43,837 2.5 35,578

   純資産合計 147,278 5.8 △325,239 △18.8  △472,517

   負債純資産合計 2,521,243 100.0 1,730,452 100.0 △790,790
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＜訂正後＞ 

前連結会計年度 

(平成19年４月30日)

当連結会計年度 

(平成20年２月29日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 92,267 206,152 113,885

 ２ 短期借入金 ※４ 100,000 100,000 ─

 ３ 一年以内償還予定 

   社債
─ 33,400 33,400

 ４ 一年以内返済予定 

   長期借入金
462,292 441,192 △21,100

 ５ 未払金 215,943 148,839 △67,103

 ６ 未払費用 49,628 144,333 94,704

 ７ 未払法人税等 13,872 16,633 2,761

 ８ 前受金 97,056 ─ △97,056

 ９ 店舗撤退損失引当金 ─ 27,817 27,817

 10 その他 127,944 127,772 △171

   流動負債合計 1,159,004 46.0 1,246,140 72.0 87,135

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 599,900 566,500 △33,400

 ２ 長期借入金 565,152 203,152 △362,000

 ３ 負ののれん ─ 1,904 1,904

 ４ その他 49,908 37,994 △11,913

   固定負債合計 1,214,960 48.2 809,551 46.8 △405,408

   負債合計 2,373,964 94.2 2,055,692 118.8 △318,272

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,361,076 54.0 1,361,076 78.6 ─

 ２ 資本剰余金 1,259,076 50.0 1,259,076 72.8 ─

 ３ 利益剰余金 △2,481,132 △98.5 △2,989,229 △172.7 △508,096

   株主資本合計 139,020 5.5 △369,076 △21.3 △508,096

Ⅱ 少数株主持分 8,258 0.3 43,837 2.5 35,578

   純資産合計 147,278 5.8 △325,239 △18.8  △472,517

   負債純資産合計 2,521,243 100.0 1,730,452 100.0 △790,790
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＜訂正前＞ 

(2) 連結損益計算書

前連結会計年度 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

当連結会計年度 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年２月29日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,671,671 100.0 2,915,266 100.0 243,595

Ⅱ 売上原価 2,786,104 104.3 3,041,722 104.3 255,618

   売上総損失 114,433 △4.3 126,455 △4.3 12,022

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 456,702 17.1 342,840 11.8 △113,862

   営業損失 571,135 △21.4 469,295 △16.1 △101,839

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 9,124 5,277 △3,847

 ２ 還付加算金 ─ 2,483 2,483

 ３ その他 2,748 11,872 0.4 3,755 11,516 0.4 1,007 △356

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 18,231 13,187 △5,043

  ２ 株式交付費 42,618 ─ △42,618

 ３ 社債発行費 1,909 ─ △1,909

 ４ 持分法による投資損失 24,068 6,509 △17,558

 ５ その他 1,034 87,861 3.2 4,846 24,543 0.8 3,811 △63,318

   経常損失 647,124 △24.2 482,322 △16.5 △164,802

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ─ 111,794 111,794

 ２ 契約解除返戻金 ─ 21,000 21,000

 ３ その他 ※６ ─ ─ ─ 8,423 141,218 4.8 8,423 141,218

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ 1,236,944 89,308 △1,147,635

 ２ 固定資産売却損 ※３ 547 ─ △547

 ３ 事業改革損 ※４ 447,000 ─ △447,000

 ４ 店舗撤退損失 ─ 71,712 71,712

 ５ その他 ※５ 221,905 1,906,397 71.4 9,067 170,087 5.8 △212,838 △1,736,310

   税金等調整前当期純損失 2,553,522 △95.6 511,192 △17.5 △2,042,330

   法人税、住民税 

   及び事業税
12,226 12,515 289

   法人税等還付金 ─ △10,289 △10,289

   法人税等調整額 110,911 123,137 4.6 ─ 2,226 0.1 △110,911 △120,910

   少数株主損失 78 0.0 5,322 0.2 5,244

   当期純損失 2,676,582 △100.2 508,096 △17.4 2,168,485
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＜訂正後＞ 

 
  

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)

当連結会計年度 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年２月29日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,611,671 100.0 2,915,266 100.0 303,595

Ⅱ 売上原価 2,781,437 106.5 3,041,722 104.3 260,285

   売上総損失 169,766 △6.5 126,455 △4.3 43,310

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 456,225 17.5 342,840 11.8 △113,385

   営業損失 625,992 △24.0 469,295 △16.1 156,696

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び配当金 9,124 5,277 △3,847

 ２ 還付加算金 ─ 2,483 2,483

 ３ その他 2,748 11,872 0.5 3,755 11,516 0.4 1,007 △356

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 18,231 13,187 △5,043

  ２ 株式交付費 42,618 ─ △42,618

 ３ 社債発行費 1,909 ─ △1,909

 ４ 持分法による投資損失 24,068 6,509 △17,558

 ５ その他 1,034 87,861 3.4 4,846 24,543 0.8 3,811 △63,318

   経常損失 701,981 △26.9 482,322 △16.5 219,658

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ─ 111,794 111,794

 ２ 契約解除返戻金 ─ 21,000 21,000

 ３ その他 ※６ ─ ─ ─ 8,423 141,218 4.8 8,423 141,218

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ 1,073,446 89,308 △984,137

 ２ 固定資産売却損 ※３ 547 ─ △547

 ３ 事業改革損 ※４ ─ ─ ─

 ４ 店舗撤退損失 ─ 71,712 71,712

 ５ 循環損失 ※７ 476 ─ △476

 ６ その他 ※５ 221,905 1,296,375 49.6 9,067 170,087 5.8 △212,838 △1,126,287

   税金等調整前当期純損失 1,998,357 △76.5 511,192 △17.5 1,487,165

   法人税、住民税 

   及び事業税
12,226 12,515 289

   法人税等還付金 ─ △10,289 △10,289

   法人税等調整額 ─ 12,226 0.5 ─ 2,226 0.1 ─ △9,999

   少数株主損失 78 0.0 5,322 0.2 5,244

   当期純損失 2,010,505 △77.0 508,096 △17.4 1,502,408
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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＞ 

 
  

(3) 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

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) 連結キャッシュ・フロー計算書

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)

当連結会計年度 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年２月29日)

比較増減

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

   税金等調整前当期純損失 △2,553,522 △511,192 2,042,330

   減価償却費 189,123 34,003 △155,119

   貸倒引当金の増減額（△減少） 107,752 △74,108 △181,860

   受取利息及び受取配当金 △9,124 △5,277 3,847

   支払利息 18,231 13,187 △5,043

   持分法による投資損失 24,068 6,509 △17,558

   固定資産除却損 78,839 ─ △78,839

   固定資産売却益 ─ △3,036 △3,036

   減損損失 1,236,944 89,308 △1,147,635

   店舗撤退損失 ─ 71,712 71,712

   投資有価証券売却益 ─ △111,794 △111,794

   投資有価証券評価損 ─ 9,067 9,067

   契約解除返戻金 ─ △21,000 △21,000

   売上債権の減少額 89,344 40,347 △48,997

   たな卸資産の増減額（△増加） 59,977 △1,843 △61,820

   前払費用の増減額（△増加） △4,279 9,236 13,515

   仕入債務の増減額（△減少） 26,633 △81,079 △107,712

   未払金の減少額 △27,047 △218,250 △191,203

   未払費用の増減額（△減少） △38,507 72,134 110,641

   未払消費税等の増減額（△減少） △31,721 21,095 52,816

   前受金の増減額（△減少） 77,406 △39,585 △116,991

     役員賞与の支払額 △6,000 ─ 6,000

   その他 91,463 227,928 136,464

    小計 △670,417 △472,637 197,780

   利息及び配当金の受取額 9,124 5,277 △3,847

   利息の支払額 △18,283 △13,122 5,160

   契約解除返戻金による収入 ─ 21,000 21,000

   法人税等の支払額 △130,957 △19,354 111,602

   法人税等の還付金 ─ 13,594 13,594

   営業活動によるキャッシュ・フロー △810,533 △465,242 345,291

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 ─ 320,000

   定期預金の払戻による収入 320,000 ─ △320,000

   有形固定資産の取得による支出 △227,012 △135,834 91,178

   有形固定資産の売却による収入 ─ 82,821 82,821

   無形固定資産の取得による支出 △87,577 ─ 87,577

   投資有価証券の売却による収入 ─ 33,112 33,112

   新規連結子会社株式の取得による支出 ─ △27,544 △27,544

   関係会社株式の売却による収入 ─ 138,700 138,700

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売 

   却による支出
△59,742 ─ 59,742

   貸付による支出 △521,345 △308,000 213,345

   貸付金の回収による収入 608,345 199,953 △408,392

   長期前払費用の取得による支出 △8,900 ─ 8,900

   敷金・保証金への支出 △34,501 △54,164 △19,662

   敷金・保証金の解約による収入 88,787 72,177 △16,609

   リース解約による支出 ─ △46,556 △46,556

   その他 △12,827 △16,035 △3,208

   投資活動によるキャッシュ・フロー △254,774 △61,370 193,403
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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)

当連結会計年度 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年２月29日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入れによる収入 600,000 ─ △600,000

   長期借入金の返済による支出 △456,566 △383,100 73,466

   株式の発行による収入 1,503,007 ─ △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 △33,400 △16,700

   配当金の支払額 △28,875 △261 28,614

   少数株主からの払込による収入 ─ 30,000 30,000

   その他 ─ △1,625 △1,625

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,698,956 △388,386 △2,087,342

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 766 ─ △766

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 634,414 △914,999 △1,549,413

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 914,387 1,548,801 634,414

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,548,801 633,802 △914,999

- 13 -



＜訂正後＞ 

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)

当連結会計年度 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年２月29日)

比較増減

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

   税金等調整前当期純損失 △1,998,357 △511,192 1,487,165

   減価償却費 184,456 34,003 △150,452

   貸倒引当金の増減額（△減少） 107,752 △74,108 △181,860

   受取利息及び受取配当金 △9,124 △5,277 3,847

   支払利息 18,231 13,187 △5,043

   持分法による投資損失 24,068 6,509 △17,558

   固定資産除却損 78,839 ─ △78,839

   固定資産売却益 ─ △3,036 △3,036

   減損損失 1,073,446 89,308 △984,137

   店舗撤退損失 ─ 71,712 71,712

   投資有価証券売却益 ─ △111,794 △111,794

   投資有価証券評価損 ─ 9,067 9,067

   契約解除返戻金 ─ △21,000 △21,000

   売上債権の減少額 89,344 40,347 △48,997

   たな卸資産の増減額（△増加） 59,977 △1,843 △61,820

   前払費用の増減額（△増加） △4,279 9,236 13,515

   仕入債務の増減額（△減少） 26,633 △81,079 △107,712

   未払金の減少額 △27,047 △218,250 △191,203

   未払費用の増減額（△減少） △38,507 72,134 110,641

   未払消費税等の増減額（△減少） △12,371 21,095 33,466

   前受金の増減額（△減少） △328,943 △39,585 289,358

     役員賞与の支払額 △6,000 ─ 6,000

   その他 186,463 227,928 136,464

    小計 △575,417 △472,637 102,780

   利息及び配当金の受取額 9,124 5,277 △3,847

   利息の支払額 △18,283 △13,122 5,160

   契約解除返戻金による収入 ─ 21,000 21,000

   法人税等の支払額 △130,957 △19,354 111,602

   法人税等の還付金 ─ 13,594 13,594

   営業活動によるキャッシュ・フロー △715,533 △465,242 250,291

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 ─ 320,000

   定期預金の払戻による収入 320,000 ─ △320,000

   有形固定資産の取得による支出 △272,012 △135,834 153,978

   有形固定資産の売却による収入 ─ 82,821 82,821

   無形固定資産の取得による支出 △87,577 ─ 87,577

   投資有価証券の売却による収入 ─ 33,112 33,112

   新規連結子会社株式の取得による支出 ─ △27,544 △27,544

   関係会社株式の売却による収入 ─ 138,700 138,700

   連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売 

   却による支出
△59,742 ─ 59,742

   貸付による支出 △521,345 △308,000 213,345

   貸付金の回収による収入 608,345 199,953 △408,392

   長期前払費用の取得による支出 △8,900 ─ 8,900

   敷金・保証金への支出 △34,501 △54,164 △19,662

   敷金・保証金の解約による収入 38,787 72,177 33,390

   リース解約による支出 ─ △46,556 △46,556

   その他 △12,827 △16,035 △3,208

   投資活動によるキャッシュ・フロー △349,774 △61,370 306,203
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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)

当連結会計年度 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年２月29日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入れによる収入 600,000 ─ △600,000

   長期借入金の返済による支出 △456,566 △383,100 73,466

   株式の発行による収入 1,503,007 ─ △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 △33,400 △16,700

   配当金の支払額 △28,875 △261 28,614

   少数株主からの払込による収入 ─ 30,000 30,000

   その他 ─ △1,625 △1,625

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,698,956 △388,386 △2,087,342

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 766 ─ △766

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 634,414 △914,999 △1,549,413

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 914,387 1,548,801 634,414

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,548,801 633,802 △914,999
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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)

当連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年２月29日)

 当社グループは、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。

 当社グループは、前連結会計年度に571,135千円、当

連結会計年度に469,295千円と継続的に営業損失を計上

するとともに、前連結会計年度に810,533千円、当連結

会計年度に465,242千円とマイナスの営業キャッシュフ

ローを計上した結果、債務超過となっております。 

 これにより、当社グループには継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、平成20年３

月７日付で親会社であるTRNコーポレーション株式会社

の前代表取締役社長の長谷部修を当社の代表取締役社長

とし、『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事

業再建計画を策定しております。 

  

 事業再建計画の骨子は、以下のとおりであります。 

  

①不採算直営店舗の早期撤退 

 当期において、プロ店長の育成のための研修店舗およ

びフランチャイズ業態の改善のための旗艦店舗を除く直

営店舗の撤退を進めてまいりましたが、その早期完了を

図るため、新たに６店舗について当期中に解約処理を行

い、直営店舗運営事業の収益改善を目指しております。 

  

②人材派遣事業への経営資源の集中 

 教育コンサルティング事業や人材紹介事業、および撤

退する直営店舗の人材を人材派遣事業へと異動し、プロ

店長人材として活用するなど、人材派遣ビジネスへと経

営資源を集中いたします。 

 また、今後は、当社およびTRNグループのお取引先を

はじめとする外食業界のお客様に対し、質の高い店舗ス

タッフを派遣する「スタッフ派遣サービス」についても

拡大してまいります。 

  

③フランチャイズ業態の改善 

 TRNグループの保有する商品開発や店舗開発に関する

ノウハウを更に活用し、メニューの見直しや店舗オペレ

ーションの改善等を推進し、既存店の改善を進めてまい

ります。 

  

④債務超過の解消に向けた資金確保 

 当社の再建に向けた資金調達について、TRNコーポレ

ーション株式会社が積極的に支援をすることの了解を得

ております。また、当社の上場維持を前提とした債務超

過解消について、TRNコーポレーション株式会社が全面

的に協力ならびに支援をすることの了解も得ておりま

す。 

 以上のように、当社グループは、TRNコーポレーショ

ン株式会社との提携関係を強化するとともに、新たなる

再建計画を策定し、収益力の改善に努めております。 

 従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務

諸表には反映しておりません。
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＜訂正後＞ 

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)

当連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年２月29日)

 当社グループは、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。

 当社グループは、前連結会計年度に625,992千円、当

連結会計年度に469,295千円と継続的に営業損失を計上

するとともに、前連結会計年度に715,533千円、当連結

会計年度に465,242千円とマイナスの営業キャッシュフ

ローを計上した結果、債務超過となっております。 

 これにより、当社グループには継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、平成20年３

月７日付で親会社であるTRNコーポレーション株式会社

の前代表取締役社長の長谷部修を当社の代表取締役社長

とし、『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事

業再建計画を策定しております。 

  

 事業再建計画の骨子は、以下のとおりであります。 

  

①不採算直営店舗の早期撤退 

 当期において、プロ店長の育成のための研修店舗およ

びフランチャイズ業態の改善のための旗艦店舗を除く直

営店舗の撤退を進めてまいりましたが、その早期完了を

図るため、新たに６店舗について当期中に解約処理を行

い、直営店舗運営事業の収益改善を目指しております。 

  

②人材派遣事業への経営資源の集中 

 教育コンサルティング事業や人材紹介事業、および撤

退する直営店舗の人材を人材派遣事業へと異動し、プロ

店長人材として活用するなど、人材派遣ビジネスへと経

営資源を集中いたします。 

 また、今後は、当社およびTRNグループのお取引先を

はじめとする外食業界のお客様に対し、質の高い店舗ス

タッフを派遣する「スタッフ派遣サービス」についても

拡大してまいります。 

  

③フランチャイズ業態の改善 

 TRNグループの保有する商品開発や店舗開発に関する

ノウハウを更に活用し、メニューの見直しや店舗オペレ

ーションの改善等を推進し、既存店の改善を進めてまい

ります。 

  

④債務超過の解消に向けた資金確保 

 当社の再建に向けた資金調達について、TRNコーポレ

ーション株式会社が積極的に支援をすることの了解を得

ております。また、当社の上場維持を前提とした債務超

過解消について、TRNコーポレーション株式会社が全面

的に協力ならびに支援をすることの了解も得ておりま

す。 

 以上のように、当社グループは、TRNコーポレーショ

ン株式会社との提携関係を強化するとともに、新たなる

再建計画を策定し、収益力の改善に努めております。 

 従いまして、連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を連結財務

諸表には反映しておりません。
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＜訂正前＞ 

(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結損益計算書関係)

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)

当連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 7,183千円

役員報酬 82,440

従業員給与 71,650

旅費交通費 19,243

地代家賃 33,616

減価償却費 2,891

報酬 78,026
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 26,329千円

役員報酬 53,458

従業員給与 45,519

地代家賃 31,360

減価償却費 2,492

報酬 50,177

 

※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。

 

※２ 減損損失

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

について減損損失を計上しております。 

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

東京都 店舗
建物、リース 
資産等

7,757

新潟県 店舗 建物、工具器具 20,987

愛知県 店舗 建物、工具器具 36,742

岐阜県 店舗 建物、工具器具 11,882

㈱ リン
ク・ワン

本社
ソフトウェア、
リース資産

7,706

㈱エフ・アン
ド・エフマネ
ジメント

─ のれん 4,232

合計 89,308

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小

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（85,076千円）として特

別損失に計上しております。 

 減損損失の主な内訳は、建物65,588千円、工具器具

8,915千円、長期前払費用2,496千円、リース資産2,700

千円、ソフトウエア5,375千円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額または使

用価値により算定しており、正味売却額は売却事例等を

勘案した合理的見積もりにより評価し、売却や他への転

用が困難な資産は０円としております。また使用価値に

ついては将来キャッシュ・フローを７％で割り引いて算

定しております。 

 また、一部の連結子会社に係るのれんについて、株式

取得時に検討した事業計画において当初想定していた超

過収益力が見込めなくなったことから、未償却残高を減

損損失（4,232千円）として特別損失に計上しました。
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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)

当連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年２月29日)

※３ 固定資産売却損の内訳

工具・器具 547千円

計 547千円

※３ 固定資産売却損の内訳
─────

※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        ─────

※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

賃貸契約解約損 5,683

投資有価証券評価損 22,000

店舗売却損 13,629

※５ その他の特別損失の内訳

投資有価証券評価損 9,067千円

※６ その他の特別利益の内訳
─────

 

※６ その他の特別利益の内訳

固定資産売却益 3,036千円
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＜訂正後＞ 

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)

当連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 7,183千円

役員報酬 82,440

従業員給与 71,650

旅費交通費 19,243

地代家賃 33,140

減価償却費 2,891

報酬 78,026
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

貸倒引当金繰入額 26,329千円

役員報酬 53,458

従業員給与 45,519

地代家賃 31,360

減価償却費 2,492

報酬 50,177

 

※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。

 

※２ 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産
について減損損失を計上しております。 
 

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

東京都 店舗
建物、リース 
資産等

7,757

新潟県 店舗 建物、工具器具 20,987

愛知県 店舗 建物、工具器具 36,742

岐阜県 店舗 建物、工具器具 11,882

㈱ リン
ク・ワン

本社
ソフトウェア、
リース資産

7,706

㈱エフ・アン
ド・エフマネ
ジメント

─ のれん 4,232

合計 89,308

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最小

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（85,076千円）として特

別損失に計上しております。 

 減損損失の主な内訳は、建物65,588千円、工具器具

8,915千円、長期前払費用2,496千円、リース資産2,700

千円、ソフトウエア5,375千円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額または使

用価値により算定しており、正味売却額は売却事例等を

勘案した合理的見積もりにより評価し、売却や他への転

用が困難な資産は０円としております。また使用価値に

ついては将来キャッシュ・フローを７％で割り引いて算

定しております。 

 また、一部の連結子会社に係るのれんについて、株式

取得時に検討した事業計画において当初想定していた超

過収益力が見込めなくなったことから、未償却残高を減

損損失（4,232千円）として特別損失に計上しました。
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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)

当連結会計年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年２月29日)

※３ 固定資産売却損の内訳

工具・器具 547千円

計 547千円

※３ 固定資産売却損の内訳
─────

※４        ───── ※４        ─────

※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

賃貸契約解約損 5,683

投資有価証券評価損 22,000

店舗売却損 13,629

※５ その他の特別損失の内訳

投資有価証券評価損 9,067千円

※６ その他の特別利益の内訳
─────

 

※６ その他の特別利益の内訳

固定資産売却益 3,036千円

※７ 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。

※７        ─────
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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＞ 

 
 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 人材関連事業 …………人材派遣事業、人材採用支援事業、教育コンサルティング事業 

(2) FC・直営関連事業 …フランチャイズ本部事業、直営店舗運営事業 

(3) その他事業 ……………各種消耗品の販売代理等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,793,202千円）の主なものは、当社における余資運

用資金（現金及び預金）であります。 

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

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

人材関連 
事業 
（千円）

FC・直営
関連事業 
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全 
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する売
  上高

1,013,503 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

Ⅱ．資産、減価償却費、減 
  損損失及び資本的支出

資産 90,184 637,856 ─ 728,041 1,793,202 2,521,243

減価償却費 46,098 140,134 ─ 186,233 2,891 189,125

減損損失 126,341 1,078,286 ─ 1,204,627 32,316 1,236,944

資本的支出 48,500 353,971 ─ 402,471 1,077 403,548
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＜訂正後＞ 

 
 （注）１ 事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 人材関連事業 …………人材派遣事業、人材採用支援事業、教育コンサルティング事業 

(2) FC・直営関連事業 …フランチャイズ本部事業、直営店舗運営事業 

(3) その他事業 ……………各種消耗品の販売代理等 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産（1,793,202千円）の主なものは、当社における余資運

用資金（現金及び預金）であります。 

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

人材関連 
事業 
（千円）

FC・直営
関連事業 
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全 
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する売
  上高

1,013,503 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

Ⅱ．資産、減価償却費、減 
  損損失及び資本的支出

資産 90,184 637,856 ─ 728,041 1,793,202 2,521,243

減価償却費 46,098 135,467 ─ 181,566 2,891 184,457

減損損失 126,341 914,788 ─ 1,041,129 32,316 1,073,446

資本的支出 48,500 353,971 ─ 402,471 1,077 403,548
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＜訂正前＞ 

 
（注） １株当たり当期純利益（純損失）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

(１株当たり情報)

項目
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)

当連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 7,863円 57銭 △20,876円 56銭

１株当たり当期純損失 395,534円 55銭 28,740円 13銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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

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

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)

当連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり当期純利益

 当期純損失（千円） 2,676,582 508,096

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る当期純損失（千円） 2,676,582 508,096

 普通株式の期中平均株式数（株） 6,767 17,679

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） ― ―

  （うち新株予約権） (―) (―)

  （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272個）及び第
４回新株予約権（新株予約権の
数1,147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704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株当たり当期純利益（純損失）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

項目
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)

当連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 7,863円 57銭 △20,876円 56銭

１株当たり当期純損失 297,104円 40銭 28,740円 13銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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

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

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)

当連結会計年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり当期純利益

 当期純損失（千円） 2,010,505 508,096

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る当期純損失（千円） 2,010,505 508,096

 普通株式の期中平均株式数（株） 6,767 17,679

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） ― ―

  （うち新株予約権） (―) (―)

  （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272個）及び第
４回新株予約権（新株予約権の
数1,147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704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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(資産の部) 

＜訂正前＞ 

５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年４月30日)

当事業年度 

(平成20年２月29日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 1,565,794 569,557 △996,237

 ２ 売掛金 126,866 82,763 △44,102

 ３ 材料 8,626 3,247 △5,379

 ４ 貯蔵品 813 8,680 7,867

 ５ 前払費用 40,927 29,972 △10,955

 ６ 関係会社短期貸付金 ─ 2,652 2,652

 ７ 未収入金 16,559 20,167 3,607

 ８ 未収消費税等 67,617 ─ △67,617

 ９ その他 48,464 3,766 △44,698

 10 貸倒引当金 △16,491 △42,451 △25,960

   流動資産合計 1,859,179 72.8 678,356 50.7 △1,180,822

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 242,662 102,542 △140,119

    減価償却累計額 △73,121 169,540 △15,450 87,092 57,671 △82,448

  ２ 工具、器具及び備品 80,668 60,811 △19,857

    減価償却累計額 △52,795 27,872 △50,728 10,082 2,067 △17,789

   有形固定資産合計 197,413 7.7 97,174 7.3 △100,238

 (2) 無形固定資産

  １ のれん 9,495 5,539 △3,956

  ２ ソフトウェア 9,375 525 △8,850

   無形固定資産合計 18,870 0.7 6,064 0.5 △12,806

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 50,680 8,500 △42,180

  ２ 関係会社株式 151,920 344,450 192,530

  ３ 出資金 3,010 3,010 ─

  ４ 関係会社長期貸付金 ─ 3,394 3,394

  ５ 破産更生債権等 104,102 ─ △104,102

  ６ 長期前払費用 14,015 2,978 △11,036

  ７ 敷金・保証金 254,791 192,476 △62,315

  ８ 貸倒引当金 △100,593 ─ 100,593

   投資その他の資産合計 477,925 18.8 554,810 41.5 76,885

   固定資産合計 694,209 27.2 658,050 49.3 △36,159

   資産合計 2,553,389 100.0 1,336,406 100.0 △1,216,982
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＜訂正後＞ 

 
  

前事業年度 

(平成19年４月30日)

当事業年度 

(平成20年２月29日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 1,565,794 569,557 △996,237

 ２ 売掛金 126,866 82,763 △44,102

 ３ 材料 8,626 3,247 △5,379

 ４ 貯蔵品 813 8,680 7,867

 ５ 前払費用 40,927 29,972 △10,955

 ６ 関係会社短期貸付金 ─ 2,652 2,652

 ７ 未収入金 16,559 20,167 3,607

 ８ 未収消費税等 67,617 ─ △67,617

 ９ その他 48,464 3,766 △44,698

 10 貸倒引当金 △16,491 △42,451 △25,960

   流動資産合計 1,859,179 72.8 678,356 50.7 △1,180,822

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 227,214 102,542 △124,671

    減価償却累計額 △57,674 169,540 △15,450 87,092 42,223 △82,448

  ２ 工具、器具及び備品 80,668 60,811 △19,857

    減価償却累計額 △52,795 27,872 △50,728 10,082 2,067 △17,789

   有形固定資産合計 197,413 7.7 97,174 7.3 △100,238

 (2) 無形固定資産

  １ のれん 9,495 5,539 △3,956

  ２ ソフトウェア 9,375 525 △8,850

   無形固定資産合計 18,870 0.7 6,064 0.5 △12,806

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 50,680 8,500 △42,180

  ２ 関係会社株式 151,920 344,450 192,530

  ３ 出資金 3,010 3,010 ─

  ４ 関係会社長期貸付金 ─ 3,394 3,394

  ５ 破産更生債権等 104,102 ─ △104,102

  ６ 長期前払費用 14,015 2,978 △11,036

  ７ 敷金・保証金 254,791 192,476 △62,315

  ８ 貸倒引当金 △100,593 ─ 100,593

   投資その他の資産合計 477,925 18.8 554,810 41.5 76,885

   固定資産合計 694,209 27.2 658,050 49.3 △36,159

   資産合計 2,553,389 100.0 1,336,406 100.0 △1,216,982
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＜訂正前＞ 

(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

当事業年度 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年２月29日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高

 １．役務収益 1,022,236 538,362 △483,874

 ２．ＦＣ・直営店舗 

      売上高
1,649,434 2,671,671 100.0 839,289 1,377,652 100.0 △810,144 △1,294,018

Ⅱ 売上原価

 １．役務原価 854,901 534,838 △320,062

 ２．ＦＣ・直営店舗 

      売上原価
1,931,202 2,786,104 104.3 963,305 1,498,144 108.7 △967,896 △1,287,959

   売上総損失 114,433 △4.3 120,492 △8.7 6,059

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 広告宣伝費 9,005 5,456 △3,549

 ２ 貸倒引当金繰入額 7,183 26,329 19,145

 ３ 役員報酬 82,440 42,625 △39,815

 ４ 従業員給与 71,650 45,519 △26,131

 ５ 旅費交通費 19,243 2,915 △16,327

 ６ 地代家賃 33,616 27,860 △5,756

 ７ 減価償却費 2,891 2,194 △696

 ８ 報酬 78,026 47,808 △30,218

 ９ その他 153,302 457,360 17.1 123,032 323,742 23.5 △30,270 △133,618

   営業損失 571,794 △21.4 444,234 △32.2 △127,559

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 8,714 4,558 △4,155

 ２ 受取配当金 340 340 ─

 ３ 還付加算金 ─ 2,483 2,483

 ４ その他 2,746 11,800 0.4 617 7,999 0.5 △2,128 △3,801

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 18,231 13,187 △5,043

 ２ 株式交付費 42,618 ─ △42,618

 ３ 社債発行費 1,909 ─ △1,909

 ４ その他 931 63,689 2.4 2,055 15,242 1.1 1,124 △48,447

   経常損失 623,683 △23.4 451,477 △32.8 △172,205

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ─ 78,780 78,780

 ２ 契約解除返戻金 ─ 21,000 21,000

 ３ その他 ※５ ─ ─ ─ 8,423 108,203 7.9 8,423 108,203

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※１ 547 ─ △547

 ２ 減損損失 ※２ 1,232,487 85,076 △1,147,411

 ３ 事業改革損 ※３ 447,000 ─ △447,000

 ４ 店舗撤退損失 ─ 71,712 71,712

 ５ その他 ※４ 260,405 1,940,440 72.6 26,616 183,404 13.3 △233,789 △1,757,036

   税引前当期純損失 2,564,124 △96.0 526,678 △38.2 △2,037,445

   法人税、住民税及び 

   事業税
11,863 9,470 △2,392

   法人税等還付金 ─ △10,289 △10,289

   法人税等調整額 110,911 122,775 4.6 ─ △818 0.0 △110,911 △123,593

   当期純損失 2,686,899 △100.6 525,860 △38.2 △2,161,038
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＜訂正後＞ 

前事業年度 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

当事業年度 

(自 平成19年５月１日 

 至 平成20年２月29日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高

 １．役務収益 1,022,236 538,362 △483,874

 ２．ＦＣ・直営店舗 

      売上高
1,589,434 2,611,671 100.0 839,289 1,377,652 100.0 △750,144 △1,234,018

Ⅱ 売上原価

 １．役務原価 854,901 534,838 △320,062

 ２．ＦＣ・直営店舗 

      売上原価
1,926,535 2,781,437 106.5 963,305 1,498,144 108.7 △963,229 △1,283,292

   売上総損失 169,766 △6.5 120,492 △8.7 49,273

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 広告宣伝費 9,005 5,456 △3,549

 ２ 貸倒引当金繰入額 7,183 26,329 19,145

 ３ 役員報酬 82,440 42,625 △39,815

 ４ 従業員給与 71,650 45,519 △26,131

 ５ 旅費交通費 19,243 2,915 △16,327

 ６ 地代家賃 33,140 27,860 △5,280

 ７ 減価償却費 2,891 2,194 △696

 ８ 報酬 78,026 47,808 △30,218

 ９ その他 153,302 456,884 17.5 123,032 323,742 23.5 △30,270 △122,142

   営業損失 626,651 △24.0 444,234 △32.2 182,146

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 8,714 4,558 △4,155

 ２ 受取配当金 340 340 ─

 ３ 還付加算金 ─ 2,483 2,483

 ４ その他 2,746 11,800 0.4 617 7,999 0.5 △2,128 △3,801

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 18,231 13,187 △5,043

 ２ 株式交付費 42,618 ─ △42,618

 ３ 社債発行費 1,909 ─ △1,909

 ４ その他 931 63,689 2.4 2,055 15,242 1.1 1,124 △48,447

   経常損失 678,540 △26.0 451,477 △32.8 227,062

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ─ 78,780 78,780

 ２ 契約解除返戻金 ─ 21,000 21,000

 ３ その他 ※５ ─ ─ ─ 8,423 108,203 7.9 8,423 108,203

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※１ 547 ─ △547

 ２ 減損損失 ※２ 1,068,989 85,076 △983,912

 ３ 事業改革損 ※３ ─ ─ ─

 ４ 店舗撤退損失 ─ 71,712 71,712

 ５ 循環損失 ※６ 476 ─ △476

 ６ その他 ※４ 260,405 1,330,418 50.9 26,616 183,404 13.3 △233,789 △1,147,014

   税引前当期純損失 2,008,958 △76.9 526,678 △38.2 1,482,280

   法人税、住民税及び 

   事業税
11,863 9,470 △2,392

   法人税等還付金 ─ △10,289 △10,289

   法人税等調整額 ─ 11,863 0.5 ─ △818 0.0 ─ △12,681

   当期純損失 2,020,822 △77.4 525,860 △38.2 1,494,961
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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＞ 

(3) 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

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 △2,772,694 △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

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

当事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年２月29日)

 当社は、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」等を

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。

 当社は、前事業年度に571,794千円、当事業年度に

444,234千円と継続的に営業損失を計上した結果、債務

超過となっております。 

 これにより、当社には継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、平成20年３月７日付

で親会社であるTRNコーポレーション株式会社の前代表

取締役社長の長谷部修を当社の代表取締役社長とし、

『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事業再建

計画を策定しております。 

  

 事業再建計画の骨子は、以下のとおりであります。 

  

①不採算直営店舗の早期撤退 

 当期において、プロ店長の育成のための研修店舗およ

びフランチャイズ業態の改善のための旗艦店舗を除く直

営店舗の撤退を進めてまいりましたが、その早期完了を

図るため、新たに６店舗について当期中に解約処理を行

い、直営店舗運営事業の収益改善を目指しております。 

  

②人材派遣事業への経営資源の集中 

 教育コンサルティング事業や人材紹介事業、および撤

退する直営店舗の人材を人材派遣事業へと異動し、プロ

店長人材として活用するなど、人材派遣ビジネスへと経

営資源を集中いたします。 

 また、今後は、当社およびTRNグループのお取引先を

はじめとする外食業界のお客様に対し、質の高い店舗ス

タッフを派遣する「スタッフ派遣サービス」についても

拡大してまいります。 

  

③フランチャイズ業態の改善 

 TRNグループの保有する商品開発や店舗開発に関する

ノウハウを更に活用し、メニューの見直しや店舗オペレ

ーションの改善等を推進し、既存店の改善を進めてまい

ります。 

  

④債務超過の解消に向けた資金確保 

 当社の再建に向けた資金調達について、TRNコーポレ

ーション株式会社が積極的に支援をすることの了解を得

ております。また、当社の上場維持を前提とした債務超

過解消について、TRNコーポレーション株式会社が全面

的に協力ならびに支援をすることの了解も得ておりま

す。 

  

 以上のように、当社は、TRNコーポレーション株式会

社との提携関係を強化するとともに、新たなる再建計画

を策定し、収益力の改善に努めております。 

 従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には

反映しておりません。
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＜訂正後＞ 

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

当事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年２月29日)

 当社は、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」等を

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。

 当社は、前事業年度に626,651千円、当事業年度に

444,234千円と継続的に営業損失を計上した結果、債務

超過となっております。 

 これにより、当社には継続企業の前提に関する重要な

疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、平成20年３月７日付

で親会社であるTRNコーポレーション株式会社の前代表

取締役社長の長谷部修を当社の代表取締役社長とし、

『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事業再建

計画を策定しております。 

  

 事業再建計画の骨子は、以下のとおりであります。 

  

①不採算直営店舗の早期撤退 

 当期において、プロ店長の育成のための研修店舗およ

びフランチャイズ業態の改善のための旗艦店舗を除く直

営店舗の撤退を進めてまいりましたが、その早期完了を

図るため、新たに６店舗について当期中に解約処理を行

い、直営店舗運営事業の収益改善を目指しております。 

  

②人材派遣事業への経営資源の集中 

 教育コンサルティング事業や人材紹介事業、および撤

退する直営店舗の人材を人材派遣事業へと異動し、プロ

店長人材として活用するなど、人材派遣ビジネスへと経

営資源を集中いたします。 

 また、今後は、当社およびTRNグループのお取引先を

はじめとする外食業界のお客様に対し、質の高い店舗ス

タッフを派遣する「スタッフ派遣サービス」についても

拡大してまいります。 

  

③フランチャイズ業態の改善 

 TRNグループの保有する商品開発や店舗開発に関する

ノウハウを更に活用し、メニューの見直しや店舗オペレ

ーションの改善等を推進し、既存店の改善を進めてまい

ります。 

  

④債務超過の解消に向けた資金確保 

 当社の再建に向けた資金調達について、TRNコーポレ

ーション株式会社が積極的に支援をすることの了解を得

ております。また、当社の上場維持を前提とした債務超

過解消について、TRNコーポレーション株式会社が全面

的に協力ならびに支援をすることの了解も得ておりま

す。 

  

 以上のように、当社は、TRNコーポレーション株式会

社との提携関係を強化するとともに、新たなる再建計画

を策定し、収益力の改善に努めております。 

 従いまして、財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を財務諸表には

反映しておりません。
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＜訂正前＞ 

(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

当事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 固定資産売却損の内訳 ※１ 固定資産売却損の内訳

 

工具・器具 547千円

計 547千円

─────

 

※２ 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。

 

※２ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

東京都 店舗
建物、リース資

産等
7,757

新潟県 店舗 建物、工具器具 20,987

愛知県 店舗 建物、工具器具 36,742

岐阜県 店舗 建物、工具器具 11,882

㈱ リン
ク・ワン

本社
ソフトウエア、
リース資産

7,706

合計 85,076

    当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単

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

（85,076千円）として特別損失に計上しておりま

す。 

 減損損失の主な内訳は、建物65,588千円、工具

器具8,915千円、長期前払費用2,496千円、リース

資産2,700千円、ソフトウエア5,375千円でありま

す。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額ま

たは使用価値により算定しており、正味売却額は

売却事例等を勘案した合理的見積もりにより評価

し、売却や他への転用が困難な資産は０円として

おります。また使用価値については将来キャッシ

ュ・フローを７％で割り引いて算定しておりま

す。
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前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

当事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年２月29日)

※３  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。 

 

※３        ─────

※４ その他特別損失の内訳

固定資産の除却 78,839千円

貸倒引当金繰入額 101,752

賃貸契約解約損 5,683

投資有価証券評価損 22,000

関係会社株式評価損 38,500

店舗売却損 13,629

※４ その他特別損失の内訳

投資有価証券評価損 9,067千円

関係会社株式評価損 17,549

※５ その他特別利益の内訳
─────

※５ その他特別利益の内訳

固定資産売却益 3,036千円
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＜訂正後＞ 

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

当事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 固定資産売却損の内訳 ※１ 固定資産売却損の内訳

 

工具・器具 547千円

計 547千円

─────

 

※２ 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。

 

※２ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産につい

て減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

東京都 店舗
建物、リース資

産等
7,757

新潟県 店舗 建物、工具器具 20,987

愛知県 店舗 建物、工具器具 36,742

岐阜県 店舗 建物、工具器具 11,882

㈱ リン
ク・ワン

本社
ソフトウエア、
リース資産

7,706

合計 85,076

    当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単

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

（85,076千円）として特別損失に計上しておりま

す。 

 減損損失の主な内訳は、建物65,588千円、工具

器具8,915千円、長期前払費用2,496千円、リース

資産2,700千円、ソフトウエア5,375千円でありま

す。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額ま

たは使用価値により算定しており、正味売却額は

売却事例等を勘案した合理的見積もりにより評価

し、売却や他への転用が困難な資産は０円として

おります。また使用価値については将来キャッシ

ュ・フローを７％で割り引いて算定しておりま

す。
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前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

当事業年度 
(自 平成19年５月１日 
 至 平成20年２月29日)

※３        ───── ※３        ─────

※４ その他特別損失の内訳

固定資産の除却 78,839千円

貸倒引当金繰入額 101,752

賃貸契約解約損 5,683

投資有価証券評価損 22,000

関係会社株式評価損 38,500

店舗売却損 13,629

※４ その他特別損失の内訳

投資有価証券評価損 9,067千円

関係会社株式評価損 17,549

※５ その他特別利益の内訳
─────

※５ その他特別利益の内訳

固定資産売却益 3,036千円

※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。

※６        ─────
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＜訂正前＞ 

 
（注） １株当たり当期純利益（当期純損失）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

当事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 10,308円11銭 △19,436円82銭

１株当たり当期純損失 397,059円19銭 29,744円93銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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

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

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

当事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり当期純利益

 当期純損失（千円） 2,686,899 525,860

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る当期純損失（千円） 2,686,899 525,860

 普通株式の期中平均株式数（株） 6,767 17,679

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） ― ―

  （うち新株予約権） (―) (―)

  （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272個）及び第
４回新株予約権（新株予約権の
数1,147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704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株当たり当期純利益（当期純損失）及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

 
  

以上 

項目
前事業年度

(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

当事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 10,308円11銭 △19,436円82銭

１株当たり当期純損失 298,629円04銭 29,744円93銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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

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

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

当事業年度
(自 平成19年５月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり当期純利益

 当期純損失（千円） 2,020,822 525,860

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

 普通株式に係る当期純損失（千円） 2,020,822 525,860

 普通株式の期中平均株式数（株） 6,767 17,679

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額（千円） ― ―

 普通株式増加数（株） ― ―

  （うち新株予約権） (―) (―)

  （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272個）及び第
４回新株予約権（新株予約権の
数1,147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704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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