
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３四半期財務・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３四半期財務・業績の概況（平成17年５月１日～平成18年１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３四半期については、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３四

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３四半期については、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３四

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３四半期財務・業績の概況（連結）」の一部訂正について

 (1) 連結経営成績の進捗状況

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３四半期 2,849 ― 94 ― 63 ― 32 ―

17年４月期第３四半期 ― ― ― ―

（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３四半期 5,674 64 4,823 15

17年４月期第３四半期 ― ―

（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３四半期 2,284 ― △406 ― △437 ― △603 ―

17年４月期第３四半期 ― ― ― ―

（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３四半期 △106,198 83 ─

17年４月期第３四半期 ― ―

（参考）17年４月期 19,675 22 17,814 65

- 1 -



 ［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、当会計年度におきましてはFC・直営関連事業の立上げを積極的に推進しております。

当第３四半期におきましても、当社の基幹事業である人材派遣事業（プロ店長派遣事業）において育成さ

れた人材を活用し、「スープカレー『心』」や「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」の事業展開を

進めてまいりました。 

 また、当第３四半期には「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」の展開会社である㈱エフ・アン

ド・エフマネジメント、およびアロマコスメティックブランド「キャロルフランク」の日本国内の独占展

開会社である㈱トランシスを子会社化いたしました。 

 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 

 人材派遣事業につきましては、店長の即戦力人材をFC・直営関連事業へシフトした結果、売上規模は昨

年度よりも低下いたしました。しかし、当第３半期に支援を開始した大手コンビニチェーンやアミューズ

メント企業といった外食以外へのプロ店長派遣が順調に推移したことにより、新たな成長基盤を確立する

ことができました。また、「スープカレー『心』」のFC 加盟企業へのプロ店長派遣など、他事業との営

業シナジーが効きはじめており、今後も安定的な収益が見込める当社の基幹事業となっております。 

  

 教育コンサルティング事業につきましては、多摩大学との連携により外食企業の幹部候補を育成する

「フードビジネス チェンジリーダー育成塾」の第一期講座を開講する等、フードビジネスアカデミー

（FBA）の商品力強化を行い、次年度以降の事業拡大に向けた準備を実施いたしました。 

  

 人材採用支援事業につきましては、当社が最も注力しているFC 加盟営業へ営業人材をシフトしたこと

により、売上規模が当初計画を下回りました。その結果、採用のバックオフィス機能として構築している

町田オペレーションセンターのコストを吸収できず、利益に関しても当初計画を下回りました。 

  

②FC・直営関連事業業 

 フランチャイズ本部事業につきましては、「スープカレー『心』」の出店が順調に推移いたしました。

「スープカレー『心』」は、当第３四半期末時点でFC７店・直営７店の計14 店舗（平成18年３月15 日現

在でFC８店、直営９店の計17 店舗）となりました。また、新たに北陸エリア、兵庫エリア、中国エリ

ア、四国エリアについてのエリアパートナー契約を締結したことにより、計22 都道府県において今後の

出店が期待できる状態を構築いたしました。 

  

 直営店舗運営事業につきましては、第二のFC ブランドである「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風

月」の業態ブラッシュアップなど、既存店の強化を行いました。前述の「スープカレー『心』」の直営店

も含め、当第３四半期終了時点の直営店舗数は18 店舗（平成18 年３月15 日現在で21 店舗）となりまし

た。 

  

 これらの結果、当第３四半期連結業績は、売上高2,849 百万円、営業利益94 百万円、経常利益63 百万

円、四半期純利益32 百万円となりました。 
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＜訂正後＞ 

 当社グループは、当会計年度におきましてはFC・直営関連事業の立上げを積極的に推進しております。

当第３四半期におきましても、当社の基幹事業である人材派遣事業（プロ店長派遣事業）において育成さ

れた人材を活用し、「スープカレー『心』」や「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」の事業展開を

進めてまいりました。 

 また、当第３四半期には「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」の展開会社である㈱エフ・アン

ド・エフマネジメント、およびアロマコスメティックブランド「キャロルフランク」の日本国内の独占展

開会社である㈱トランシスを子会社化いたしました。 

 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 

 人材派遣事業につきましては、店長の即戦力人材をFC・直営関連事業へシフトした結果、売上規模は昨

年度よりも低下いたしました。しかし、当第３四半期に支援を開始した大手コンビニチェーンやアミュー

ズメント企業といった外食以外へのプロ店長派遣が順調に推移したことにより、新たな成長基盤を確立す

ることができました。また、「スープカレー『心』」のFC 加盟企業へのプロ店長派遣など、他事業との

営業シナジーが効きはじめており、今後も安定的な収益が見込める当社の基幹事業となっております。 

  

 教育コンサルティング事業につきましては、多摩大学との連携により外食企業の幹部候補を育成する

「フードビジネス チェンジリーダー育成塾」の第一期講座を開講する等、フードビジネスアカデミー

（FBA）の商品力強化を行い、次年度以降の事業拡大に向けた準備を実施いたしました。 

  

 人材採用支援事業につきましては、当社が最も注力しているFC 加盟営業へ営業人材をシフトしたこと

により、売上規模が当初計画を下回りました。その結果、採用のバックオフィス機能として構築している

町田オペレーションセンターのコストを吸収できず、利益に関しても当初計画を下回りました。 

  

②FC・直営関連事業業 

 フランチャイズ本部事業につきましては、「スープカレー『心』」の出店が順調に推移いたしました。

「スープカレー『心』」は、当第３四半期末時点でFC７店・直営７店の計14 店舗（平成18年３月15 日現

在でFC８店、直営９店の計17 店舗）となりました。また、新たに北陸エリア、兵庫エリア、中国エリ

ア、四国エリアについてのエリアパートナー契約を締結したことにより、計22 都道府県において今後の

出店が期待できる状態を構築いたしました。 

  

 直営店舗運営事業につきましては、第二のFC ブランドである「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風

月」の業態ブラッシュアップなど、既存店の強化を行いました。前述の「スープカレー『心』」の直営店

も含め、当第３四半期終了時点の直営店舗数は18 店舗（平成18 年３月15 日現在で21 店舗）となりまし

た。 

  

 これらの結果、当第３四半期連結業績は、売上高2,284 百万円、営業損失406 百万円、経常損失437 百

万円、四半期純損失603 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＞ 

 
  

 (2) 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３四半期 3,288 1,266 37.9 212,504 89

17年４月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

（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３四半期 2,962 630 21.3 105,737 91

17年４月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

（参考）17年４月期 1,835 811 44.2 150,487 06

 (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

18年４月期第３四半期 120 △844 1,192 1,134

17年４月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

（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３四半期 △436 △571 1,192 850

17年４月期第３四半期 ─ ─ ─ ─

（参考）17年４月期 164 △684 672 667
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＜訂正前＞ 

 当第３四半期の財政状態は、以下のとおりであります。 

 総資産は前連結会計期間末日に比べ1,453 百万円（79.2%）増加し、3,288 百万円となりました。総資

産が増加した主な要因は、現金及び預金が前連結会計期間末日に比べ566 百万円、有形固定資産が同

469 百万円、投資その他の資産が同206 百万円、それぞれ増加した一方で、営業権が同17 百万円減少し

たこと等であります。 

 また、負債合計は、社債が前連結会計期間末日に比べ550 百万円増加したこと等により、前期末に比べ

967 百万円（94.9%）増加し、1,986 百万円となりました。 

 株主資本については、前連結会計期間末日に比べ455 百万円（56.1%）増加し、1,266 百万円となりま

した。この増加要因は、資本金および資本剰余金がそれぞれ229 百万円増加したこと等であります。 

   

  (キャッシュ・フロー) 

 当第３四半期における連結キャッシュ・フローは、以下の通りであります。 

 まず、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前四半期純利益が71 百万円となりまし

たが、減損損失36 百万円や減価償却費等の非資金取引項目があり、また仕入債務が増加したこと等に

より、全体では120 百万円の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の増加となりました。 

 次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により844 百万円の資金の減少

となりました。 

 また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行や長期借入れによる収入等により、1,192 

百万円の資金の増加となりました。 

 以上の結果、当第３四半期末における資金の残高は1,134 百万円となり、前連結会計期間末日に比べ

466 百万円の増加となりました。 

  

＜訂正後＞ 

 当第３四半期の財政状態は、以下のとおりであります。 

 総資産は前連結会計期間末日に比べ1,126 百万円（61.4%）増加し、2,962 百万円となりました。総資

産が増加した主な要因は、現金及び預金が前連結会計期間末日に比べ283 百万円、有形固定資産が同

249 百万円、投資その他の資産が同123 百万円、それぞれ増加した一方で、営業権が同17 百万円減少し

たこと等であります。 

 また、負債合計は、社債が前連結会計期間末日に比べ550 百万円増加したこと等により、前期末に比べ

1,277 百万円（125.3%）増加し、2,296 百万円となりました。 

 株主資本については、前連結会計期間末日に比べ181 百万円（22.3%）減少し、630 百万円となりまし

た。この増加要因は、資本金および資本剰余金がそれぞれ229 百万円増加したこと等であります。 

   

  (キャッシュ・フローの状況) 

 当第３四半期における連結キャッシュ・フローは、以下の通りであります。 

 まず、営業活動によるキャッシュ・フローでは、税金等調整前四半期純利益が△489 百万円となりま

したが、減損損失36 百万円や減価償却費等の非資金取引項目があり、また仕入債務が増加したこと等

により、全体では436 百万円の現金及び現金同等物（以下「資金」という）の減少となりました。 

 次に、投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得等により571 百万円の資金の減少

となりました。 

 また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行や長期借入れによる収入等により、1,192 

百万円の資金の増加となりました。 

 以上の結果、当第３四半期末における資金の残高は850 百万円となり、前連結会計期間末日に比べ

183 百万円の増加となりました。 

 ［連結財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］
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＜訂正前＞ 

(単位：千円) 

                                   [添付資料]

１．四半期連結貸借対照表

科 目

当第３四半期連結会計期間末
(平成18年１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 構成比 金額 構成比

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 現金及び預金 ※３ 1,234,272 667,743

 受取手形及び売掛金 291,552 177,318

 たな卸資産 55,298 8,151

 繰延税金資産 41,030 40,540

 その他 155,850 102,903

 貸倒引当金 △ 5,369 △ 3,676

   流動資産合計 1,772,635 53.9 992,980 54.1

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  建物及び構築物 572,791 207,927

  その他 135,673 30,700

   有形固定資産合計 708,464 21.5 238,627 13.0

 (2) 無形固定資産

  営業権 77,154 94,959

  その他 74,553 59,789

   無形固定資産合計 151,708 4.6 154,748 8.4

 (3) 投資その他の資産

  投資有価証券 52,126 60,887

  長期前払費用 227,605 187,380

  敷金・保証金 342,513 189,177

  繰延税金資産 33,686 11,733

  その他 2,653 2,642

  貸倒引当金 △ 2,643 △ 2,611

   投資その他の資産合計 655,941 20.0 449,209 24.5

   固定資産合計 1,516,114 46.1 842,584 45.9

   資産合計 3,288,750 100.0 1,835,565 100.0

- 6 -



＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

科 目

当第３四半期連結会計期間末
(平成18年１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 構成比 金額 構成比

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 現金及び預金 ※３ 950,772 667,743

 受取手形及び売掛金 291,552 177,318

 たな卸資産 55,298 8,151

 繰延税金資産 ─ 40,540

 仮払金 319,949 ─

 その他 137,901 102,903

 貸倒引当金 △ 5,369 △ 3,676

   流動資産合計 1,750,104 59.1 992,980 54.1

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  建物及び構築物 426,284 207,927

  その他 62,173 30,700

   有形固定資産合計 488,457 16.5 238,627 13.0

 (2) 無形固定資産

  営業権 77,154 94,959

  その他 74,553 59,789

   無形固定資産合計 151,708 5.1 154,748 8.4

 (3) 投資その他の資産

  投資有価証券 52,126 60,887

  長期前払費用 227,605 187,380

  敷金・保証金 292,513 189,177

  繰延税金資産 ─ 11,733

  その他 2,653 2,642

  貸倒引当金 △ 2,643 △ 2,611

   投資その他の資産合計 572,255 19.3 449,209 24.5

   固定資産合計 1,212,420 40.9 842,584 45.9

   資産合計 2,962,525 100.0 1,835,565 100.0
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＜訂正前＞ 

(単位：千円) 

科 目

当第３四半期連結会計期間末
(平成18年１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 構成比 金額 構成比

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  支払手形及び買掛金 98,846 66,615

 短期借入金 1,500 1,500

 一年以内返済予定 
 長期借入金

229,320 202,171

 未払金 271,163 129,702

 未払費用 42,982 93,181

 未払法人税等 20,940 52,851

 その他 97,757 50,446

   流動負債合計 762,510 23.2 596,470 32.5

Ⅱ 固定負債

  社債 550,000 421,363

  長期借入金 662,022 ―

  その他 12,201 1,575

   固定負債合計 1,224,223 37.2 422,939 23.0

   負債合計 1,986,733 60.4 1,019,409 55.5

(少数株主持分)

  少数株主持分 35,700 1.1 5,050 0.3

(資本の部)

Ⅰ 資本金 589,076 17.9 359,275 19.6

Ⅱ 資本剰余金 487,076 14.8 257,275 14.0

Ⅲ 利益剰余金 190,163 5.8 190,641 10.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

― ― 3,913 0.2

   資本合計 1,266,316 38.5 811,105 44.2

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 3,288,750 100.0 1,835,565 100.0
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＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

 
  

科 目

当第３四半期連結会計期間末
(平成18年１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 構成比 金額 構成比

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

  支払手形及び買掛金 98,846 66,615

 短期借入金 1,500 1,500

 一年以内返済予定 
 長期借入金

229,320 202,171

 未払金 239,663 129,702

 未払費用 42,982 93,181

 未払法人税等 20,940 52,851

 前受金 402,058 ─

 その他 37,199 50,446

   流動負債合計 1,072,510 36.2 596,470 32.5

Ⅱ 固定負債

  社債 550,000 ─

  長期借入金 662,022 421,363

  その他 12,201 1,575

   固定負債合計 1,224,223 41.3 422,939 23.0

   負債合計 2,296,733 77.5 1,019,409 55.5

(少数株主持分)

  少数株主持分 35,700 1.2 5,050 0.3

(資本の部)

Ⅰ 資本金 589,076 19.9 359,275 19.6

Ⅱ 資本剰余金 487,076 16.4 257,275 14.0

Ⅲ 利益剰余金 △ 446,060 △ 15.0 190,641 10.4

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

― ― 3,913 0.2

   資本合計 630,092 21.3 811,105 44.2

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 2,962,525 100.0 1,835,565 100.0
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＜訂正前＞ 

(単位：千円) 

２．四半期連結損益計算書

科 目

当第３四半期連結会計期間
(平成18年４月期第３四半期)

前連結会計年度 
平成17年４月期

注記 
番号

金額 構成比 金額 構成比

Ⅰ 売上高 2,849,885 100.0 2,489,258 100.0

Ⅱ 売上原価 2,324,276 81.6 1,795,304 72.1

   売上総利益 525,608 18.4 693,953 27.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 430,652 15.1 468,498 18.8

   営業利益 94,956 3.3 225,454 9.1

Ⅳ 営業外収益 3,119 0.1 1,390 0.0

  (受取利息及び配当金) (211) (426)

  (受取寄附金) ― (300)

  (受取補償金) (869) ―

  (還付加算金) (245) ―

  (連結調整勘定償却額) (236) ―

  (その他) (1,556) (664)

Ⅴ 営業外費用 34,114 1.2 26,400 1.0

  (支払利息) (11,784) (7,122)

  (新株発行費) (7,991) (2,395)

  (社債発行費) (5,714) ―

  (上場関連費用) ― (14,554)

  (持分法による投資損失) (3,635) (1,812)

  (その他) (4,988) (515)

   経常利益 63,961 2.2 200,445 8.1

Ⅵ 特別利益 44,250 1.6 ― ―

  (投資有価証券売却益) (30,489)

  (その他) (13,761)

Ⅶ 特別損失 36,400 1.3 19,934 0.8

  (関係会社整理損) ― (449)

  (店舗撤退損失) ※２ ― (19,485)

  (減損損失) ※３ (36,400) ―

   税金等調整前 
   四半期(当期)純利益

71,811 2.5 180,510 7.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

40,126 1.4 72,592 3.0

   少数株主損失 585 0.0 ― ―

   四半期（当期）純利益 32,271 1.1 107,917 4.3
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＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

 
  

科 目

当第３四半期連結会計期間
(平成18年４月期第３四半期)

前連結会計年度 
平成17年４月期

注記 
番号

金額 構成比 金額 構成比

Ⅰ 売上高 2,284,885 100.0 2,489,258 100.0

Ⅱ 売上原価 2,260,783 98.9 1,795,304 72.1

   売上総利益 24,101 1.1 693,953 27.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 430,652 18.9 468,498 18.8

   営業利益 △ 406,550 △ 17.8 225,454 9.1

Ⅳ 営業外収益 3,119 0.1 1,390 0.0

  (受取利息及び受取配当金) (211) (426)

  (受取寄附金) ― (300)

  (受取補償金) (869) ―

  (還付加算金) (245) ―

  (連結調整勘定償却額) (236) ―

  (その他) (1,556) (664)

Ⅴ 営業外費用 34,114 1.5 26,400 1.0

  (支払利息) (11,784) (7,122)

  (新株発行費) (7,991) (2,395)

  (社債発行費) (5,714) ―

  (上場関連費用) ― (14,554)

  (持分法による投資損失) (3,635) (1,812)

  (その他) (4,988) (515)

   経常利益 △ 437,545 △ 19.2 200,445 8.1

Ⅵ 特別利益 44,250 2.0 ― ―

  (投資有価証券売却益) (30,489)

  (その他) (13,761)

Ⅶ 特別損失 96,400 4.2 19,934 0.8

  (関係会社整理損) ― (449)

  (店舗撤退損失) ※２ ― (19,485)

  (減損損失) ※３ (36,400) ―

  (循環損失) ※４ (60,000) ─

   税金等調整前 
   四半期(当期)純利益

△ 489,695 △ 21.4 180,510 7.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

114,843 5.0 72,592 3.0

   少数株主損失 585 0.0 ― ―

   四半期（当期）純利益 △ 603,952 △ 26.4 107,917 4.3
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

３．四半期連結剰余金計算書

当第３四半期連結会計期間 

(平成18年４月期第３四半期)

前連結会計年度 

平成17年４月期

区分 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

 １．増資による新株の発行 224,814 234,000

 ２．新株予約権の権利行使による増加 4,987 229,801 ─ 234,000

Ⅲ 資本剰余金第３四半期末(期末)残高 487,076 257,275

(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

 １．四半期（当期）純利益 32,271 32,271 107,917 107,917

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １．配当金 26,750 21,750

 ２．役員賞与金 6,000 32,750 ─ 21,750

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末 

  （期末）残高
190,163 190,641

当第３四半期連結会計期間 

(平成18年４月期第３四半期)

前連結会計年度 

平成17年４月期

区分 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

 １．増資による新株の発行 224,814 234,000

 ２．新株予約権の権利行使による増加 4,987 229,801 ─ 234,000

Ⅲ 資本剰余金四半期末(期末)残高 487,076 257,275

(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

 １．四半期（当期）純利益 

   （△純損失）
△ 603,952 △ 603,952 107,917 107,917

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １．配当金 26,750 21,750

 ２．役員賞与金 6,000 32,750 ─ 21,750

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末 

  （期末）残高
△ 446,060 190,641
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＜訂正前＞ 

(単位：千円) 

４．四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当第３四半期連結会計期間

(平成18年４月期第３四半期)

前連結会計年度

(平成17年４月期)

区分
注記
番号

金額 金額

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 71,811 180,510

   減価償却費 125,242 115,228

   減損損失 36,400 ―

   貸倒引当金の増減額（△減少） 1,724 2,122

   受取利息及び受取配当金 △ 211 △ 426

   支払利息 11,784 7,122

   持分法による投資損益 3,635 1,812

   投資有価証券売却益 △ 30,489 ―

   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） △ 113,243 △ 69,094

   たな卸資産の増減額（△増加） △ 18,780 △ 7,108

   前払費用の増減額（△増加） △ 5,027 △ 34,548

   仕入債務の増減額（△減少） 68,570 47,614

   未払金の増減額（△減少） 77,049 27,394

   未払費用の増減額（△減少） △ 51,045 14,564

   未払消費税等の増減額（△減少） 54,124 △ 27,631

   前受金の増減額（△減少） △ 1,820 △ 21,721

    役員賞与の支払額 △ 6,000 ―

   その他 6,346 △ 14,119

    小計 230,070 241,653

   利息及び配当金の受取額 211 426

   利息の支払額 △ 12,271 △ 6,911

   法人税等の支払額 △ 97,720 △ 70,436

   営業活動によるキャッシュ・フロー 120,290 164,730
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当第３四半期連結会計期間

(平成18年４月期第３四半期)

前連結会計年度

(平成17年４月期)

区分
注記
番号

金額 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 △ 575,451 △ 85,014

   無形固定資産の取得による支出 ― △ 77,409

    無形固定資産の売却による収入 3,850 ―

   投資有価証券の取得による支出 △ 33,180 △ 19,500

    投資有価証券の売却による収入 57,589 ―

   新規連結子会社株式の取得による収 
   入

※３ 4,725 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

   貸付金の回収による収入 194 8,780

   営業譲受による支出 ※２ ― △ 365,771

   長期前払費用の取得による支出 △ 131,228 △ 93,439

   敷金・保証金への支出 △ 159,874 △ 47,465

   その他 △ 9,954 5,628

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 844,829 △ 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） ― △ 80,000

   長期借入による収入 500,000 547,750

   長期借入金の返済による支出 △ 278,145 △ 141,215

   株式の発行による収入 451,611 367,605

    社債の発行による収入 544,285 ―

   配当金の支払額 △ 25,713 △ 21,750

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,192,038 672,390

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 970 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 466,528 152,442

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 
  第３四半期（期末）残高

※１ 1,134,272 667,743
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＜訂正後＞ 

(単位：千円) 

当第３四半期連結会計期間

(平成18年４月期第３四半期)

前連結会計年度

(平成17年４月期)

区分
注記
番号

金額 金額

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 △ 489,695 180,510

   減価償却費 121,749 115,228

   減損損失 36,400 ―

   貸倒引当金の増減額（△減少） 1,724 2,122

   受取利息及び受取配当金 △ 211 △ 426

   支払利息 11,784 7,122

   持分法による投資損益 3,635 1,812

   投資有価証券売却益 △ 30,489 ―

   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） △ 113,243 △ 69,094

   たな卸資産の増減額（△増加） △ 18,780 △ 7,108

   前払費用の増減額（△増加） △ 5,027 △ 34,548

   仕入債務の増減額（△減少） 68,570 47,614

   未払金の増減額（△減少） 45,549 27,394

   未払費用の増減額（△減少） △ 51,045 14,564

   未払消費税等の増減額（△減少） 33,374 △ 27,631

   前受金の増減額（△減少） 360,429 △ 21,721

    役員賞与の支払額 △ 6,000 ―

   その他 △ 295,653 △ 14,119

    小計 △ 326,929 241,653

   利息及び配当金の受取額 211 426

   利息の支払額 △ 12,271 △ 6,911

   法人税等の支払額 △ 97,720 △ 70,436

   営業活動によるキャッシュ・フロー △ 436,709 164,730
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当第３四半期連結会計期間

(平成18年４月期第３四半期)

前連結会計年度

(平成17年４月期)

区分
注記
番号

金額 金額

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 △ 351,951 △ 85,014

   無形固定資産の取得による支出 ― △ 77,409

    無形固定資産の売却による収入 3,850 ―

   投資有価証券の取得による支出 △ 33,180 △ 19,500

    投資有価証券の売却による収入 57,589 ―

   新規連結子会社株式の取得による収 
   入

※３ 4,725 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

   貸付金の回収による収入 194 8,780

   営業譲受による支出 ※２ ― △ 365,771

   長期前払費用の取得による支出 △ 131,228 △ 93,439

   敷金・保証金への支出 △ 109,874 △ 47,465

   その他 △ 9,954 5,628

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 571,329 △ 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） ― △ 80,000

   長期借入れによる収入 500,000 547,750

   長期借入金の返済による支出 △ 278,145 △ 141,215

   株式の発行による収入 451,611 367,605

    社債の発行による収入 544,285 ―

   配当金の支払額 △ 25,713 △ 21,750

   財務活動によるキャッシュ・フロー 1,192,038 672,390

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 970 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 183,028 152,442

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 
  第３四半期（期末）残高

※１ 850,772 667,743
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＜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３四半期連結会計期間 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年１月31日)

前事業年度 
(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３四半期連結会計期間におい

て、406,550千円の営業損失、603,952千円の四半期純損

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。

──────
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＜訂正前＞ 

 
  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成18年１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 連結の範囲に  

関する事項

連結子会社の数 ５社

連結子会社名

 ㈱ジースタイラス

 ㈱Huge

 ㈱エフ・アンド・エフマネジメント

 ㈱トランシス

 IBA１号投資事業組合

 ㈱エフ・アンド・エフマネジメントにつ

いては、当第３四半期連結会計期間におい

て新たに株式を追加取得したことにより、

当第３四半期連結会計期間より連結の範囲

に含めております。

 ㈱トランシスについては、当第３四半期

連結会計期間において新たに株式を取得し

たことにより、当第３四半期連結会計期間

より連結の範囲に含めております。

 IBA１号投資事業組合については、当第３

四半期連結会計期間において新たに設立し

たことにより、当第３四半期連結会計期間

より連結の範囲に含めております。

連結子会社の数 １社

連結子会社名

 ㈲ジースタイラス

 なお、㈲ジースタイラスについては、持

分取得により当連結会計年度(下期末)より

連結の範囲に含めております。

 

２ 持分法の適用に

関する事項

(1)持分法を適用した関連会社数 １社

 関連会社名 

㈱セイインターナショナル 

 なお、㈱セイインターナショナルについ

ては、新たに株式を取得したことから、当

連結会計年度より持分法適用の関連会社に

含めております。

 また、㈱エフ・アンド・エフマネジメン

トについては、当第３四半期連結会計期間

において新たに株式を追加取得したことに

より、持分法適用の関連会社から連結子会

社としました。

(1)持分法を適用した関連会社数 １社

 関連会社名

㈱エフ・アンド・エフマネジメント 

 なお、㈱エフ・アンド・エフマネジメン

トについては、新たに株式を取得したこと

から、当連結会計年度より持分法適用の関

連会社に含めております。

(2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。

(2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。

３ 連結子会社の当

第３四半期に関

する事項

 連結子会社のうち、㈱Hugeの決算日とIBA

１号投資事業組合が３月31日、㈱トランシ

スの決算日が４月30日、㈱ジースタイラス

と㈱エフ・アンド・エフマネジメントの決

算日が６月30日であります。

 連結財務諸表の作成にあたっては、当第

３四半期末日で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。

 連結子会社のうち、㈲ジースタイラスの

決算日は６月30日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。

４ 会計処理基準に

関する事項
《 省略 》 《 省略 》

５ 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書における資金

の範囲

《 省略 》 《 省略 》
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＜訂正後＞ 

項目
当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成18年１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 連結の範囲に  

関する事項

連結子会社の数 ４社

連結子会社名

 ㈱ジースタイラス

 ㈱Huge

 ㈱エフ・アンド・エフマネジメント

 ㈱トランシス

 なお、㈱エフ・アンド・エフマネジメン

トについては、当第３四半期連結会計期間

において新たに株式を追加取得したことに

より、当第３四半期連結会計期間より連結

の範囲に含めております。

 ㈱トランシスについては、当第３四半期

連結会計期間において新たに株式を取得し

たことにより、当第３四半期連結会計期間

より連結の範囲に含めております。

連結子会社の数 １社

連結子会社名

 ㈲ジースタイラス

 なお、㈲ジースタイラスについては、持

分取得により当連結会計年度(下期末)より

連結の範囲に含めております。

 

２ 持分法の適用に

関する事項

(1)持分法を適用した関連会社数 １社

 関連会社名 

㈱セイインターナショナル 

 ㈱セイインターナショナルについては、

新たに株式を取得したことから、当第３四

半期連結会計期間より持分法適用の関連会

社に含めております。

 また、㈱エフ・アンド・エフマネジメン

トについては、当第３四半期連結会計期間

において新たに株式を追加取得したことに

より、持分法適用の関連会社から連結子会

社としました。

(1)持分法を適用した関連会社数 １社

 関連会社名

㈱エフ・アンド・エフマネジメント 

 なお、㈱エフ・アンド・エフマネジメン

トについては、新たに株式を取得したこと

から、当連結会計年度より持分法適用の関

連会社に含めております。

(2) 持分法適用会社のうち、決算日が第３

四半期連結決算日と異なる会社について

は、連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を使用しております。

(2) 持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。

３ 連結子会社の当

第３四半期に関

する事項

 連結子会社のうち、㈱Hugeの決算日が３

月31日、㈱トランシスの決算日が４月30

日、㈱ジースタイラスと㈱エフ・アンド・

エフマネジメントの決算日が６月30日であ

ります。

 連結財務諸表の作成にあたっては、当第

３四半期末日で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。

 連結子会社のうち、㈲ジースタイラスの

決算日は６月30日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。

４ 会計処理基準に

関する事項
《 省略 》 《 省略 》

５ 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書における資金

の範囲

《 省略 》 《 省略 》
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

当第３四半期会計期間末 
(平成18年１月31日)

前事業年度末 
(平成17年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額         

                  64,977千円

 ２ 保証債務 
  下記取引先の割賦債務及びリース債務に対し 
  債務保証を行なっております。 
   ㈱フーズ・ワン        58,800千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額        

                  25,078千円

  ２      ────────

 ※３ 担保資産 
   担保に供している資産は次のとおりであります。 
    現金及び預金         20,000千円 
   （支払保証委託に伴う担保差入であります。）

※３      ────────

当第３四半期会計期間末 
(平成18年１月31日)

前事業年度末 
(平成17年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額         

                  58,738千円

 ２ 保証債務 
  下記取引先の割賦債務及びリース債務に対し 
  債務保証を行なっております。 
   ㈱フーズ・ワン        58,800千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額        

                  25,078千円

  ２      ────────

 ※３ 担保資産 
   担保に供している資産は次のとおりであります。 
    現金及び預金         20,000千円 
   （支払保証委託に伴う担保差入であります。）

※３      ────────
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＜訂正前＞ 

(四半期損益計算書関係)

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年１月31日)

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17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          2,444千円 

 役員報酬              85,978 

 従業員給与             90,728 

 旅費交通費             15,145 

 地代家賃              24,236 

 減価償却費             4,762 

 報酬                42,667

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

 貸倒引当金繰入額          4,940千円 

 役員報酬              84,748 

 従業員給与             57,225 

 旅費交通費             14,182 

 地代家賃              27,667 

 減価償却費             12,533 

 報酬                97,847

※２ 

────────

 

※２ 店舗撤退損失の内訳

建物 4,219 千円

長期前払費用 11,792

敷金・保証金 2,100

その他 1,374

計 19,485

 

※３ 減損損失

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ

は以下の資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失 
(千円)

㈱リンク・ワン 遊休資産
長期前払費用 
(FC加盟金)

36,400

 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

ピングを行なっており、遊休資産については当該資産

単独でグルーピングを行なっております。 

 その結果、出店計画に見直しが生じた上記資産につ

いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（36,400千円）として特別損失に計上し

ております。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、売却や他への転用が困難な資産は０円

としております。
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＜訂正後＞ 

当第３四半期会計期間 
(自 平成17年５月１日 
 至 平成18年１月31日)

前事業年度 
(自 平成16年５月１日 
 至 平成17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          2,444千円 

 役員報酬              85,978 

 従業員給与             90,728 

 旅費交通費             15,145 

 地代家賃              24,236 

 減価償却費             4,762 

 報酬                42,667

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は、次のとおりであります。

 貸倒引当金繰入額          4,940千円 

 役員報酬              84,748 

 従業員給与             57,225 

 旅費交通費             14,182 

 地代家賃              27,667 

 減価償却費             12,533 

 報酬                97,847

※２ 

────────

 

※２ 店舗撤退損失の内訳

建物 4,219 千円

長期前払費用 11,792

敷金・保証金 2,100

その他 1,374

計 19,485

 

※３ 減損損失

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ

は以下の資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失 
(千円)

㈱リンク・ワン 遊休資産
長期前払費用 
(FC加盟金)

36,400

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す最

小単位として、主として店舗を基本単位としてグルー

ピングを行っており、遊休資産については当該資産単

独でグルーピングを行っております。 

 その結果、出店計画に見直しが生じた上記資産につ

いて、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（36,400千円）として特別損失に計上し

ております。 

 なお、当資産の回収可能価額は正味売却価額により

測定しており、売却や他への転用が困難な資産は０円

としております。

※３ 

────────

※４ 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。

※４ 

────────
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＜訂正前＞ 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成18年１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 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第３

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

(平成18年１月31日現在)

現金及び預金勘定 1,234,272千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△100,000千円

現金及び現金同等物 1,134,272千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 

(平成17年４月30日現在)

現金及び預金勘定 667,743千円

現金及び現金同等物 667,743千円

 

※２      ────────

 

※２ 営業譲受により増加した資産及び負債の内訳

建物 132,017千円

長期前払費用 33,499

敷金・保証金 81,192

 計 246,708千円

 

 

※３ 持分取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

 持分取得により㈱Huge、㈱トランシス、㈱エフ・ア

ンド・エフマネジメント、IBA１号投資事業組合の４

社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の

内訳並びに同社持分の取得価額と同社持分取得による

収入（純額）との関係は、次のとおりであります。 

 

流動資産 471,838千円

固定資産 10,799

流動負債 △9,602

固定負債 △45,952

連結調整勘定 28,151

少数株主持分 △31,235

持分取得価額 424,000

現金及び現金同等物 428,725

差引：持分取得による収入 4,725  

※３ 持分取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

 持分取得により㈲ジースタイラスを連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社持分

の取得価額と同社持分取得による収入（純額）との関

係は、次のとおりであります。 

 

流動資産 19,232千円

固定資産 1,801

流動負債 △8,408

連結調整勘定 △1,575

少数株主持分 △5,050

㈲ジースタイラスの
持分取得価額

6,000

㈲ジースタイラスの
現金及び現金同等物

12,876

差引：㈲ジースタイラスの 
持分取得による収入

6,876
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＜訂正後＞ 

前第３四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成18年１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 現金及び現金同等物の第３四半期末残高と第３

四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

(平成18年１月31日現在)

現金及び預金勘定 950,772千円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△100,000千円

現金及び現金同等物 850,772千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

 

(平成17年４月30日現在)

現金及び預金勘定 667,743千円

現金及び現金同等物 667,743千円

 

※２      ────────

 

※２ 営業譲受により増加した資産及び負債の内訳

建物 132,017千円

長期前払費用 33,499

敷金・保証金 81,192

 計 246,708千円

 

 

※３ 持分取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

 持分取得により㈱Huge、㈱トランシス、㈱エフ・ア

ンド・エフマネジメントの３社を連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社持分の取

得価額と同社持分取得による収入（純額）との関係

は、次のとおりであります。 

 

流動資産 188,338千円

固定資産 10,799

流動負債 △9,602

固定負債 △45,952

連結調整勘定 28,151

少数株主持分 △31,235

持分取得価額 140,500

現金及び現金同等物 145,225

差引：持分取得による収入 4,725  

※３ 持分取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

 持分取得により㈲ジースタイラスを連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに同社持分

の取得価額と同社持分取得による収入（純額）との関

係は、次のとおりであります。 

 

流動資産 19,232千円

固定資産 1,801

流動負債 △8,408

連結調整勘定 △1,575

少数株主持分 △5,050

㈲ジースタイラスの
持分取得価額

6,000

㈲ジースタイラスの
現金及び現金同等物

12,876

差引：㈲ジースタイラスの 
持分取得による収入

6,876
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当第３四半期連結会計期間(自 平成17年５月１日 至 平成18年１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 1,159,874 1,673,749 16,261 2,849,885 ─ 2,849,885

(1)外部顧客に対する売上高 1,159,874 1,673,749 16,261 2,849,885 ─ 2,849,885

(2）セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,159,874 1,673,749 16,261 2,849,885 ─ 2,849,885

 営業費用 1,064,244 1,678,698 11,986 2,754,929 ─ 2,754,929
 営業利益 
 （又は営業損失）

95,630 △4,949 4,275 94,956 ─ 94,956

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 1,059,874 1,208,749 16,261 2,284,885 ─ 2,284,885

(1)外部顧客に対する売上高 1,059,874 1,208,749 16,261 2,284,885 ─ 2,284,885

(2）セグメント間の内部 
    売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─

計 1,059,874 1,208,749 16,261 2,284,885 ─ 2,284,885

 営業費用 1,064,244 1,615,205 11,986 2,691,436 ─ 2,691,436
 営業利益 
 （又は営業損失）

△4,369 △406,456 4,275 △406,550 ─ △406,550
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＜訂正前＞ 

 
(注) １株当たり第３四半期（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（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３四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成18年１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 212,504円89銭 １株当たり純資産額 150,487円06銭

１株当たり第３四半期純利益 5,674円64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３四半期純利益

4,823円15銭
 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

17,814円65銭

当第３四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成18年１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株当たり第３四半期（当期）純利益

 第３四半期（当期）純利益 （千円） 32,271 107,917

 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)

 普通株式に係る第３四半期（当期）純利益 
  （千円）

32,271 101,917

 普通株式の期中平均株式数（株） 5,687 5,180

潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当
期）純利益

 第３四半期（当期）純利益調整額 （千円） ― ―

 普通株式増加数 （株） 1,004 541

    （うち新株予約権） (635) (541)

    （うち転換社債） (369) ─

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３四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成18年１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 105,737円91銭 １株当たり純資産額 150,487円06銭

１株当たり四半期純利益 △106,198円83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３四半期連結会計期間
(自 平成17年５月１日
至 平成18年１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 （千円） △603,952 107,917

 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 
  （千円）

△603,952 101,917

 普通株式の期中平均株式数（株） 5,687 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） 1,004 541

    （うち新株予約権） (635) (541)

    （うち転換社債） (369) ─

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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