
平成22年４月２日

各      位 
 

  

  

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

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

け、平成18年４月期第１四半期財務・業績の概況（連結）につきまして、売上高の修正等必要と認められ

る訂正を行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

記 

  

２. 平成18年４月期第１四半期財務・業績の概況（平成17年５月１日～平成17年７月31日） 

 
＜訂正前＞ 

   

 
(注) １ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

   ２ 平成17年４月期第１四半期については、連結四半期財務諸表を作成していないため、平成18年４月期第１四

半期における対前年四半期増減率の記載を省略しております。 

  

＜訂正後＞ 

   

 
(注) １ 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

   ２ 平成17年４月期第１四半期については、連結四半期財務諸表を作成していないため、平成18年４月期第１四

半期における対前年四半期増減率の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18年４月期 第１四半期財務・業績の概況（連結）」の一部訂正について

 経営成績（連結）の進捗状況

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年４月期第１四半期 740 ― △17 ― △21 ― △12 ―

17年４月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（参考）17年４月期 2,489 ― 225 ― 200 ― 107 ―

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

18年４月期第１四半期 △2,320 37 ―

17年４月期第１四半期 ― ―

（参考）17年４月期 19,675 22 17,814 65

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年４月期第１四半期 575 ― △182 ― △185 ― △224 ―

17年４月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（参考）17年４月期 2,489 ― 225 ― 200 ― 107 ―

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

18年４月期第１四半期 △42,013 00 ―

17年４月期第１四半期 ― ―

（参考）17年４月期 19,675 22 17,814 65
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［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

＜訂正前＞ 

 当社グループは当第１四半期におきまして、事業拡大に備えた積極的な投資を行ってまい 

りました。人材採用支援事業では、新たに東京都町田市にオペレーションセンターを設置し、 

採用支援事業の業容拡大の体制を整えました。直営店舗運営事業においては、積極的に店舗 

出店（準備）を行いました。各セグメント別の具体的な事業展開は、次のとおりです。 

  

① 人材関連事業 

 人材派遣事業及び教育コンサルティング事業におきましては、事業を安定的に成長を 

させつつ、FC・直営関連事業の急拡大に伴ってセグメント間で人員の異動を実施いたし 

ました。 

 人材採用支援事業におきましては、前連結会計期間より引続き推進している顧客企業 

の採用業務のフルアウトソーシングを拡大し、より多くの大型受注を獲得するために、 

新たに東京都町田市にオペレーションセンターを開設し、採用のバックオフィス機能を 

充実させました。要員も増員し、第２四半期以降の受注拡大への布石としました。 

② FC・直営関連事業 

 フランチャイズ本部事業におきましては、「スープカレー 心」のフランチャイズ本部 

機能の構築に注力し、将来の規模拡大に向けた基盤を整備いたしました。「スープカレー 

心」のエリアパートナー契約については、これまでに契約締結が済んでいる埼玉県、神 

奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、福岡県、長崎県、佐賀県エリアに加え、大阪府、奈 

良県、和歌山県、静岡県エリアについての契約を新たに締結いたしました。また、平成 

17 年７月に「スープカレー 心」のフランチャイズ店舗第１号店を東京都港区赤坂に出店 

いたしました。 

 直営店舗運営事業におきましては、前連結会計期間より積極拡大している「スープカ 

レー 心」及び第２のFC ブランドと目論んでいる「わっはっはっ風月」の出店（準備） 

を進め、新たに３店舗を出店および１店舗の業態変更を行いました。その結果、当社の 

直営店舗は合計で16 店舗となりました。 

 販売費及び一般管理費については、下半期以降における業績拡大に備えた支出も含めて増 

加傾向にありますが、概ね当初から想定していたとおりの結果となりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結業績は、営業収益740 百万円、営業損失17 百万円、経常 

損失21 百万円、四半期純損失12 百万円となりました。 
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＜訂正後＞ 

 当社グループは当第１四半期におきまして、事業拡大に備えた積極的な投資を行ってまい 

りました。人材採用支援事業では、新たに東京都町田市にオペレーションセンターを設置し、 

採用支援事業の業容拡大の体制を整えました。直営店舗運営事業においては、積極的に店舗 

出店（準備）を行いました。各セグメント別の具体的な事業展開は、次のとおりです。 

  

① 人材関連事業 

 人材派遣事業及び教育コンサルティング事業におきましては、事業を安定的に成長を 

させつつ、FC・直営関連事業の急拡大に伴ってセグメント間で人員の異動を実施いたし 

ました。 

 人材採用支援事業におきましては、前連結会計年度より引続き推進している顧客企業 

の採用業務のフルアウトソーシングを拡大し、より多くの大型受注を獲得するために、 

新たに東京都町田市にオペレーションセンターを開設し、採用のバックオフィス機能を 

充実させました。要員も増員し、第２四半期以降の受注拡大への布石としました。 

② FC・直営関連事業 

 フランチャイズ本部事業におきましては、「スープカレー 心」のフランチャイズ本部 

機能の構築に注力し、将来の規模拡大に向けた基盤を整備いたしました。「スープカレー 

心」のエリアパートナー契約については、これまでに契約締結が済んでいる埼玉県、神 

奈川県、愛知県、岐阜県、三重県、福岡県、長崎県、佐賀県エリアに加え、大阪府、奈 

良県、和歌山県、静岡県エリアについての契約を新たに締結いたしました。また、平成 

17 年７月に「スープカレー 心」のフランチャイズ店舗第１号店を東京都港区赤坂に出店 

いたしました。 

 直営店舗運営事業におきましては、前連結会計年度より積極拡大している「スープカ 

レー 心」及び第２のFC ブランドと目論んでいる「わっはっはっ風月」の出店（準備） 

を進め、新たに３店舗を出店および１店舗の業態変更を行いました。その結果、当社の 

直営店舗は合計で16 店舗となりました。 

 販売費及び一般管理費については、下半期以降における業績拡大に備えた支出も含めて増 

加傾向にありますが、概ね当初から想定していたとおりの結果となりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結業績は、営業収益575 百万円、営業損失182 百万円、経常 

損失185 百万円、四半期純損失224 百万円となりました。 
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

 
＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

 (1) 財政状態（連結）の変動状況

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年４月期第１四半期 2,127 772 36.3 144,397 02

17年４月期第１四半期 ─ ─ ─ ─

（参考）17年４月期 1,835 811 44.2 150,487 06

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年４月期第１四半期 1,929 560 29.0 104,704 39

17年４月期第１四半期 ─ ─ ─ ─

（参考）17年４月期 1,835 811 44.2 150,487 06

 (2) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年４月期第１四半期 △134 △265 270 538

17年４月期第１四半期 ─ ─ ─ ─

（参考）17年４月期 164 △684 672 667

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年４月期第１四半期 △285 △114 270 538

17年４月期第１四半期 ─ ─ ─ ─

（参考）17年４月期 164 △684 672 667
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＜訂正前＞ 

 当第１四半期末における総資産は、2,127 百万円（前期末比291 百万円増）、負債は1,349百万円（前

期末比329 百万円増）、資本は772 百万円（前期末比38 百万円減）となりました。 

 この財政状態の主要な変動内容とその理由は、以下のとおりであります。 

 現金及び預金が667 百万円から538 百万円へ129 百万円減少し、長期借入金が421 百万円から642 百万

円へ220 百万円増加し、また固定資産が842 百万円から1,222 百万円へ380 百万円増加しました。その主

な理由は、直営店舗の出店及び東京都町田市のオペレーションセンター設置に係る支出によるものであり

ます。自己資本の減少は、主に第１四半期純損失を計上したことによるものであります。 

   

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

 当第１四半期においては、積極的な投資活動により現金及び預金を支出したことにより、前連結会計末

に比べて129 百万円減少いたしました。これらの主な要因は、以下のとおりであります。 

  
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期において、営業活動による資金は134 百万円の減少となりました。 

 これは、税金等調整前当期純損失を21 百万円計上したこと、未払金が104 百万円減少したこと、法

人税等を50 百万円支出したこと等によるものであります。 

  
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期において使用した投資活動による資金は265 百万円の減少となりました。 

 これは有形固定資産の取得による支出172 百万円、敷金・保証金の取得による支出41 百万円を計上

したこと等によるものであります。 

  
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期において、財務活動による資金は270 百万円の増加となりました。 

 これは、借入コストの低減を目的として、長期借入れによる収入400 百万円を計上し、113 百万円を

返済したこと等によるものであります。 

  

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］
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＜訂正後＞ 

 当第１四半期末における総資産は、1,929 百万円（前期末比93 百万円増）、負債は1,363百万円（前期

末比343 百万円増）、資本は560 百万円（前期末比250 百万円減）となりました。 

 この財政状態の主要な変動内容とその理由は、以下のとおりであります。 

 現金及び預金が667 百万円から538 百万円へ129 百万円減少し、長期借入金が421 百万円から642 百万

円へ220 百万円増加し、また固定資産が842 百万円から1,064 百万円へ222 百万円増加しました。その主

な理由は、直営店舗の出店及び東京都町田市のオペレーションセンター設置に係る支出によるものであり

ます。自己資本の減少は、主に第１四半期純損失を計上したことによるものであります。 

   

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

 当第１四半期においては、積極的な投資活動により現金及び預金を支出したことにより、前連結会計末

に比べて129 百万円減少いたしました。これらの主な要因は、以下のとおりであります。 

  
 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期において、営業活動による資金は285 百万円の減少となりました。 

 これは、税金等調整前四半期純損失を185 百万円計上したこと、未払金が104 百万円減少したこと、

法人税等を50 百万円支出したこと等によるものであります。 

  
 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期において使用した投資活動による資金は114 百万円の減少となりました。 

 これは有形固定資産の取得による支出21 百万円、敷金・保証金の取得による支出41 百万円を計上し

たこと等によるものであります。 

  
 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期において、財務活動による資金は270 百万円の増加となりました。 

 これは、借入コストの低減を目的として、長期借入れによる収入400 百万円を計上し、113 百万円を

返済したこと等によるものであります。 
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＜訂正前＞ 

   [添付資料]

１．（要約）四半期連結貸借対照表

科 目

当第１四半期連結会計期間末
(平成17年７月31日)

前連結会計年度末 
(平成17年４月30日)

注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

  現金及び預金 538,262 667,743

  受取手形及び売掛金 198,722 177,318

  たな卸資産 9,054 8,151

  繰延税金資産 40,540 40,540

  その他 121,440 102,903

  貸倒引当金 △3,137 △3,676

   流動資産合計 904,883 992,980

Ⅱ 固定資産

 (１) 有形固定資産 ※１

  建物及び構築物 367,415 207,927

  建設仮勘定 140,000 ─

  その他 37,543 30,700

   有形固定資産合計 544,959 238,627

 (２) 無形固定資産

  営業権 89,024 94,959

  その他 51,043 59,789

   無形固定資産合計 140,067 154,748

 (３) 投資その他の資産

  投資有価証券 ※２ 92,604 60,887

  長期前払費用 208,017 187,380

  敷金・保証金 229,766 189,177

  繰延税金資産 7,215 11,733

  その他 2,674 2,642

  貸倒引当金 △2,643 △2,611

   投資その他の資産合計 537,636 449,209

   固定資産合計 1,222,663 842,584

   資産合計 2,127,546 1,835,565
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＜訂正後＞ 

科 目

当第１四半期連結会計期間末
(平成17年７月31日)

前連結会計年度末 
(平成17年４月30日)

注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

  現金及び預金 538,262 667,743

  受取手形及び売掛金 198,722 177,318

  たな卸資産 9,054 8,151

  繰延税金資産 218 40,540

  その他 121,440 102,903

  貸倒引当金 △3,137 △3,676

   流動資産合計 864,561 992,980

Ⅱ 固定資産

 (１) 有形固定資産 ※１

  建物及び構築物 342,572 207,927

  建設仮勘定 14,000 ─

  その他 37,543 30,700

   有形固定資産合計 394,116 238,627

 (２) 無形固定資産

  営業権 89,024 94,959

  その他 51,043 59,789

   無形固定資産合計 140,067 154,748

 (３) 投資その他の資産

  投資有価証券 ※２ 92,604 60,887

  長期前払費用 208,017 187,380

  敷金・保証金 229,766 189,177

  繰延税金資産 ─ 11,733

  その他 2,674 2,642

  貸倒引当金 △2,643 △2,611

   投資その他の資産合計 530,420 449,209

   固定資産合計 1,064,604 842,584

   資産合計 1,929,166 1,835,565
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＜訂正前＞ 

科 目

当第１四半期連結会計期間末
(平成17年７月31日)

前連結会計年度末 
(平成17年４月30日)

注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  支払手形及び買掛金 88,432 66,615

 短期借入金 1,367 1,500

 一年以内返済予定長期借入金 267,620 202,171

 未払金 185,674 129,702

 未払費用 79,699 93,181

 未払法人税等 2,278 52,851

 その他 79,071 50,446

  流動負債合計 704,143 596,470

Ⅱ 固定負債

  長期借入金 642,230 421,363 

  連結調整勘定 1,496 1,575

  その他 1,500 ―

  固定負債合計 645,226 422,939

  負債合計 1,349,369 1,019,409

(少数株主持分)

  少数株主持分 5,652 5,050

(資本の部)

 資本金 ※３ 359,275 359,275

 資本剰余金 257,275 257,275

 利益剰余金 145,477 190,641

 その他有価証券評価差額金 10,496 3,913

  資本合計 772,524 811,105

  負債、少数株主持分及び 
  資本合計 2,127,546 1,835,565
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＜訂正後＞ 

 
  

科 目

当第１四半期連結会計期間末
(平成17年７月31日)

前連結会計年度末 
(平成17年４月30日)

注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  支払手形及び買掛金 62,156 66,615

 短期借入金 1,367 1,500

 一年以内返済予定長期借入金 267,620 202,171

 未払金 185,674 129,702

 未払費用 79,699 93,181

 未払法人税等 2,278 52,851

 前受金 99,520 ─

 その他 19,802 50,446

  流動負債合計 718,118 596,470

Ⅱ 固定負債

  長期借入金 642,230 421,363 

  連結調整勘定 1,496 1,575

  その他 1,500 ―

  固定負債合計 645,226 422,939

  負債合計 1,363,345 1,019,409

(少数株主持分)

  少数株主持分 5,652 5,050

(資本の部)

 資本金 ※３ 359,275 359,275

 資本剰余金 257,275 257,275

 利益剰余金 △66,877 190,641

 その他有価証券評価差額金 10,496 3,913

  資本合計 560,168 811,105

  負債、少数株主持分及び 
  資本合計 1,929,166 1,835,565
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

２．（要約）四半期連結損益計算書

科 目

当第１四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日 
 至 平成17年７月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17年４月30日)

注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 売上高 740,141 2,489,258

Ⅱ 売上原価 614,734 1,795,304

  売上総利益 125,406 693,953

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 142,773 468,498

  営業利益（△営業損失） △17,366 225,454

Ⅳ 営業外収益 1,184 1,390

Ⅴ 営業外費用 4,941 26,400

  経常利益（△経常損失） △21,123 200,445

Ⅵ 特別損失 ※２ ─ 19,934

  税金等調整前四半期（当期） 
  純利益（△純損失）

△21,123 180,510

  法人税、住民税及び事業税 △9,312 82,780

  法人税等調整額 ─ △10,187

  少数株主利益 △602 ―

  四半期（当期）純利益 
  （△純損失）

△12,413 107,917

科 目

当第１四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日 
 至 平成17年７月31日)

前連結会計年度 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17年４月30日)

注記 
番号

金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 売上高 575,141 2,489,258

Ⅱ 売上原価 614,553 1,795,304

  売上総利益 △39,412 693,953

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 142,773 468,498

  営業利益（△営業損失） △182,185 225,454

Ⅳ 営業外収益 1,184 1,390

Ⅴ 営業外費用 4,941 26,400

  経常利益（△経常損失） △185,942 200,445

Ⅵ 特別損失 ※２ ─ 19,934

  税金等調整前四半期（当期） 
  純利益（△純損失）

△185,942 180,510

  法人税、住民税及び事業税 △9,312 82,780

  法人税等調整額 47,536 △10,187

  少数株主利益 △602 ―

  四半期（当期）純利益 
  （△純損失）

△224,769 107,917
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

３．四半期連結剰余金計算書

科 目

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成17年７月31日)

前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 

 至 平成17年４月30日)

金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 257,275 23,275

Ⅱ 資本剰余金増加高

 増資による新株の発行 ─ 234,000 234,000

Ⅲ 資本剰余金四半期末(期末)残高 257,275 257,275

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 190,641 104,474

Ⅱ 利益剰余金増加高

 四半期（当期）純利益 

 （△純損失）
△12,413 △12,413 107,917 107,917

Ⅲ 利益剰余金減少高

 配当金 26,750 21,750

 役員賞与 6,000 32,750 ─ 21,750

Ⅳ 利益剰余金四半期末（期末）残高 145,477 190,641

科 目

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成17年７月31日)

前連結会計年度 

(自 平成16年５月１日 

 至 平成17年４月30日)

金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 257,275 23,275

Ⅱ 資本剰余金増加高

 増資による新株の発行 ─ 234,000 234,000

Ⅲ 資本剰余金四半期末(期末)残高 257,275 257,275

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 190,641 104,474

Ⅱ 利益剰余金増加高

 四半期（当期）純利益 

 （△純損失）
△ 224,769 △ 224,769 107,917 107,917

Ⅲ 利益剰余金減少高

 配当金 26,750 21,750

 役員賞与 6,000 32,750 ─ 21,750

Ⅳ 利益剰余金四半期末（期末）残高 △66,877 190,641
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＜訂正前＞ 

４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年５月１日 

 至 平成17年７月31日)

(自 平成16年５月１日 

 至 平成17年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期（当期）純利益 

  （△純損失）
△21,123 180,510

   減価償却費 34,874 115,228

   貸倒引当金の増減額（△減少） △508 2,122

   受取利息及び受取配当金 △16 △426

   支払利息 4,381 7,122

   持分法による投資損失（△利益） 559 1,812

   店舗撤退損失 - 19,485

   関係会社整理損 - 449

   売上債権の増減額（△増加） △6,901 △69,094

   たな卸資産の増減額（△増加） △902 △7,108

   前払費用の増減額（△増加） △34,877 △34,548

   仕入債務の増減額（△減少） 21,816 47,614

   未払金の増減額（△減少） △104,077 27,394

   未払費用の増減額（△減少） △13,895 14,564

   未払消費税等の増減額（△減少） 6,849 △27,631

   前受金の増減額（△減少） 10,640 △21,721

   その他 23,609 △14,119

    小計 △79,572 241,653

   利息及び配当金の受取金 16 426

   利息の支払額 △4,118 △6,911

   法人税等の支払額 △50,573 △70,436

   営業活動によるキャッシュ・フロー △134,247 164,730
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当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年５月１日 

 至 平成17年７月31日)

(自 平成16年５月１日 

 至 平成17年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △172,724 △85,014

   無形固定資産の売却による収入 3,850 -

   無形固定資産の取得による支出 - △77,409

   投資有価証券の取得による支出 △19,600 △19,500

   新規連結子会社取得による支出 ※３ - 6,876

   関係会社株式の取得による支出 △1,500 △9,500

   貸付による支出 - △7,865

   営業譲受けによる支出 ※２ - △365,771

   長期前払費用の取得による支出 △34,959 △93,439

   敷金・保証金の取得による支出 △41,063 △47,465

   その他 612 14,409

   投資活動によるキャッシュ・フロー △265,385 △684,678

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） △133 △80,000

   長期借入れよる収入 400,000 547,750

   長期借入金の返済による支出 △113,685 △141,215

   株式の発行による収入 - 367,605

   配当金の支払額 △16,030 △21,750

   財務活動によるキャッシュ・フロー 270,151 672,390

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

 （△減少）
△129,480 152,442

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 667,743 515,300

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末 

 （期末）残高
※１ 538,262 667,743
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＜訂正後＞ 

当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年５月１日 

 至 平成17年７月31日)

(自 平成16年５月１日 

 至 平成17年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期（当期）純利益 

  （△純損失）
△185,942 180,510

   減価償却費 34,693 115,228

   貸倒引当金の増減額（△減少） △508 2,122

   受取利息及び受取配当金 △16 △426

   支払利息 4,381 7,122

   持分法による投資損失（△利益） 559 1,812

   店舗撤退損失 - 19,485

   関係会社整理損 - 449

   売上債権の増減額（△増加） △6,901 △69,094

   たな卸資産の増減額（△増加） △902 △7,108

   前払費用の増減額（△増加） △34,877 △34,548

   仕入債務の増減額（△減少） △4,459 47,614

   未払金の増減額（△減少） △104,077 27,394

   未払費用の増減額（△減少） △13,895 14,564

   未払消費税等の増減額（△減少） △149 △27,631

   前受金の増減額（△減少） 57,890 △21,721

   その他 23,609 △14,119

    小計 △230,596 241,653

   利息及び配当金の受取金 16 426

   利息の支払額 △4,118 △6,911

   法人税等の支払額 △50,573 △70,436

   営業活動によるキャッシュ・フロー △285,271 164,730
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当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成17年５月１日 

 至 平成17年７月31日)

(自 平成16年５月１日 

 至 平成17年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △21,700 △85,014

   無形固定資産の売却による収入 3,850 -

   無形固定資産の取得による支出 - △77,409

   投資有価証券の取得による支出 △19,600 △19,500

   新規連結子会社取得による支出 ※３ - 6,876

   関係会社株式の取得による支出 △1,500 △9,500

   貸付による支出 - △7,865

   営業譲受けによる支出 ※２ - △365,771

   長期前払費用の取得による支出 △34,959 △93,439

   敷金・保証金の取得による支出 △41,063 △47,465

   その他 612 14,409

   投資活動によるキャッシュ・フロー △114,360 △684,678

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） △133 △80,000

   長期借入れによる収入 400,000 547,750

   長期借入金の返済による支出 △113,685 △141,215

   株式の発行による収入 - 367,605

   配当金の支払額 △16,030 △21,750

   財務活動によるキャッシュ・フロー 270,151 672,390

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

 （△減少）
△129,480 152,442

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 667,743 515,300

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末 

 （期末）残高
※１ 538,262 667,743
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＜訂正前＞ 

 記載がありません。 

  

＜訂正後＞ 

 
  

 
《 省略 》 
  

  

＜訂正前＞ 

 記載がありません。 

  

＜訂正後＞ 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

当第１四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

 当社グループは、当第１四半期連結会計期間にお

いて、182,185千円の営業損失、224,769千円の四半

期純損失を計上した結果、純資産が大きく減少して

おります。これにより、当社グループには継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しております。当

社グループは、営業利益を確保すべく、売上に見合

うコスト体制を築き、早期の黒字化を目指しており

ます。 

 従いまして、四半期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

影響を四半期連結財務諸表には反映しておりませ

ん。

──────

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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

前第１四半期連結会計期間
(自 平成16年５月１日
至 平成16年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 「固定資産の減損に係る会計基

準」（「固定資産の減損に係る会計

基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第６号 平成15年10月31日）が

平成17年４月１日以降に適用された

ことに伴い、当第１四半期連結会計

期間から同会計基準及び同適用指針

を適用しております。 

 なお、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＞ 

注記事項

(連結貸借対照表関係)

当第１四半期連結会計期間末 

(平成17年７月31日現在)

前連結会計年度 

(平成17年４月30日現在)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は34,800千円

であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は25,078千円

であります。

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりであり

ます。

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりであり

ます。

   投資有価証券（株式）   8,704千円    投資有価証券（株式）  7,687千円

※３ 当社の発行済株式総数は普通株式5,350株で

あります。

※３ 当社の発行済株式総数は普通株式5,350株で

あります。

当第１四半期連結会計期間末 

(平成17年７月31日現在)

前連結会計年度 

(平成17年４月30日現在)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は34,619千円

であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は25,078千円

であります。

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりであり

ます。

※２ 関連会社に対するものは、次のとおりであり

ます。

   投資有価証券（株式）   8,704千円    投資有価証券（株式）  7,687千円

※３ 当社の発行済株式総数は普通株式5,350株で

あります。

※３ 当社の発行済株式総数は普通株式5,350株で

あります。
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当第１四半期連結会計期間(自 平成17年５月１日 至 平成17年７月31日) 

＜訂正前＞ 

 
(注) １．事業区分の方法 

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

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

(2) FC・直営関連事業 …フランチャイズ本部事業、直営店舗運営事業 

(3) その他事業 ……………保険代理店事業等 

３．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。 

  

＜訂正後＞ 

 
(注) １．事業区分の方法 

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

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

(2) FC・直営関連事業 …フランチャイズ本部事業、直営店舗運営事業 

(3) その他事業 ……………保険代理店事業等 

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

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

人材関連 
事業 
（千円）

FC・直営関連
事業 
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高又は営業利益

 売上高 359,159 374,777 6,204 740,141 ─ 740,141

(1)外部顧客に対する売上高 359,159 374,777 6,204 740,141 ─ 740,141

(2）セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 359,159 374,777 6,204 740,141 ─ 740,141

 営業費用 349,488 405,072 2,947 757,507 ─ 757,507
 営業利益 
 （又は営業損失）

9,671 △30,295 3,257 △17,366 ─ △17,366

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．売上高又は営業利益

 売上高 359,159 209,777 6,204 575,141 ─ 575,141

(1)外部顧客に対する売上高 359,159 209,777 6,204 575,141 ─ 575,141

(2）セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 359,159 209,777 6,204 575,141 ─ 575,141

 営業費用 349,488 404,890 2,947 757,326 ─ 757,326
 営業利益 
 （又は営業損失）

9,671 △195,113 3,257 △182,185 ─ △182,185
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＜訂正前＞ 

 
(注) １株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１株当たり純資産額 144,397円02銭 １株当たり純資産額 150,487円06銭

１株当たり第１四半期純損失 2,320円37銭 １株当たり当期純利益 19,675円22銭

 潜在株式調整後１株当たり第１四半期純利益につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり第１四半

期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
当期純利益

17,814円65銭

 

当第１四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１株当たり四半期（当期）純利益

 四半期（当期）純利益または純損失 （△） 
 （千円）

△12,413 107,917

 普通株主に帰属しない金額 （千円） ― 6,000

（うち利益処分による役員賞与） ─ (6,000)

 普通株式に係る当期純利益または 
 純損失（△） （千円）

△12,413 101,917

 普通株式の期中平均株式数（株） 5,350 5,180

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期） 
純利益

 四半期（当期）純利益調整額 （千円） ― ―

普通株式増加数 （株） ― 541

    （うち新株予約権） ─ (541)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

―    ―    
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＜訂正後＞ 

 
(注) １株当たり四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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 

当第１四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１株当たり純資産額 104,704円39銭 １株当たり純資産額 150,487円06銭

１株当たり四半期純損失 42,013円00銭 １株当たり当期純利益 19,675円22銭

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損

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
当期純利益

17,814円65銭

 

当第１四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成17年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成16年５月１日
至 平成17年４月30日)

１株当たり四半期（当期）純利益

 四半期（当期）純利益または純損失 （△） 
 （千円）

△224,769 107,917

 普通株主に帰属しない金額 （千円） ― 6,000

（うち利益処分による役員賞与） ─ (6,000)

 普通株式に係る四半期(当期)純利益 
 または純損失（△） （千円）

△224,769 101,917

 普通株式の期中平均株式数（株） 5,350 5,180

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期） 
純利益

 四半期（当期）純利益調整額 （千円） ― ―

普通株式増加数 （株） ― 541

    （うち新株予約権） ─ (541)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定に

含めなかった潜在株式の概要

―    ―    
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