
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19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19年４月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年５月１日 ～ 平成19年１月31日） 

 
＜訂正前＞ 

 
  

 
(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。 

  

＜訂正後＞ 

 
  

 
(注) 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、前年同四半期に対する増減率であります。 

上場会社名 株式会社リンク・ワン

代表者名  代表取締役社長  長谷部 修

      （コード番号 ２４０３ 東証マザーズ）

問合せ先  取締役管理本部長 徳田 征司

電話番号  03（5909）4080（代表）

（訂正）「平成19年４月期 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 ％

19年４月期第３四半期 2,104 △26.1 △451 ― △507 ― △1,976 ―

18年４月期第３四半期 2,849 ― 94 ― 63 ― 32 ―

（参考）18年４月期 4,022 61.6 283 25.8 251 25.5 73 △31.7

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

19年４月期第３四半期 △325,915 50 ― ―

18年４月期第３四半期 5,674 64 4,823 15

（参考）18年４月期 11,763 74 10,009 67

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 ％

19年４月期第３四半期 2,044 △10.5 △506 ― △562 ― △1,428 ―

18年４月期第３四半期 2,284 ― △406 ― △437 ― △603 ―

（参考）18年４月期 3,415 37.2 △282 ― △314 ― △592 ―

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

19年４月期第３四半期 △235,524 84 ― ―

18年４月期第３四半期 △106,198 83 ― ―

（参考）18年４月期 △102,991 90 ― ―
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［連結経営成績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、当下半期を「事業の再構築期間」と位置付け、事業改革に取り組んでおります。 
当第３四半期におきましては、FC・直営関連事業におけるリストラクチュアリングが遅延したことに
より、収益改善には到りませんでしたが、下記の各事業セグメント別のご報告に記載しております通
り、事業構造の改革による本業回帰に向けた取組みは着実に進んでおります。 
その中で、今後に備え、直営店舗についての資産価値を保守的に見直すなどの積極的な減損処理につ
いても実施いたしました。 その結果、通期の当期純利益予想は大幅に前回発表予想を下回る見込みと
なりましたが、今回のリストラクチュアリングにより、人材関連事業への経営資源の集中が可能となる
ため、中長期的視点ではより効率的な企業経営を推進できると考えております。 
今後は、「外食業界におけるファブレスカンパニー」として、人・ノウハウ・コンテンツといった知
的資産を収益源としたビジネスを拡大して参る所存です。 

  
当第３四半期における各事業セグメント別の具体的な状況は、次のとおりです。 

 ①人材関連事業 

 ■人材派遣事業（プロ店長事業） 

プロ店長事業につきましては、外食業界における人材支援のニーズは依然として高く、高い稼働率で
の支援を継続して行ってまいりました。また、プロ店長育成の専門部署を設置し、社内のナレッジマネ
ジメント強化を推進するなど、来期以降のボリュームアップに向けた取組みについてもあわせて行って
まいりました。 
 今後は、当社の直営店舗やフランチャイズ本部に配置していたコア人材をプロ店長として支援先店舗
へ派遣していく等、社内の経営資源をプロ店長事業に集中していくことで、更なる事業拡大を図ってい
く予定です。 

  

 ■教育コンサルティング事業 

教育コンサルティング事業につきましては、過去のプロ店長支援における店舗改善事例を体系化し、
プロ店長の高付加価値化に向けた取組みを進めてまいりました。 
 また、それらの店長育成ノウハウを社外向けに纏め上げ、「プロ店長育成コース」の第八期講座を開
講したり、多摩大学との連携により外食企業の幹部候補生を育成する「フードビジネス チェンジリー
ダー育成塾」の第二期講座を開講するなど、外食業界における教育機関としてのブランド価値向上にも
努めてまいりました。 

  

 ■人材採用支援事業 

人材採用支援事業につきましては、これまでの主力商材であった、顧客の人事機能を一括して代行す
る「採用業務アウトソーシング」から、店長派遣と相乗効果の高い「人材紹介サービス」へと主力商材
の切替を行ってまいりました。 
 今後は、従来より当社が保有しております外食人材の採用ノウハウに加えて、外食産業に特化した人
材紹介サイトの開発を進めることで、人材紹介サービスの事業拡大を図っていく予定です。 
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 ②FC・直営関連事業 

 ■フランチャイズ本部事業 

フランチャイズ本部事業につきましては、当第３四半期より、一旦フランチャイズ本部機能を現在の
出店数に見合った適正サイズにまで縮小し、小さなFC本部へ転換するという取組みを進めてまいりまし
たが、改善成果の創出に遅れが生じ、赤字幅が拡大する結果となりました。 
 今後は、本部機能の効率化を促進するとともに、メニュー開発やオペレーション改善等の業態ブラッ
シュアップにも取り組んでまいります。 
平成19年３月15日現在の当社のフランチャイズ店舗数は計16店舗（スープカレー「心」：15店舗、
「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」：１店舗）となっております。平成19年４月には５店舗の
新規出店を予定しておりますが、来期以降も着実な出店を推進することで、事業の安定化を図ってまい
ります。 

  

 ■直営店舗運営事業 

直営店舗運営事業につきましては、大幅な赤字を計上いたしました。前述のとおり、資産価値の保守
的な見直しを行うとともに、立地等の要因により改善の見込の低い不採算店舗については整理を行い、
旗艦店舗における業態改善に注力してまいります。 
なお、平成19年３月15日現在の当社の直営店舗数は計20店舗（スープカレー「心」：９店舗、「大阪
鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」：４店舗、その他業態：７店舗）となっております。 
 また、当社グループ企業としてオリジナルコンセプトレストランを運営する㈱Hugeにおいては、平成
19年４月に新丸の内ビルディング（東京都千代田区）に第３号店「Rigoletto Wine & Bar」を出店予定
であり、順調な店舗展開を進めております。 

  

これらの取組みの結果、当第３四半期連結業績は、売上高は2,104百万円、営業損失は451百万円、経
常損失は507百万円となりました。また、特別損失を1,348百万円計上したことにより、第３四半期純損
失は1,976百万円となりました。 
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＜訂正後＞ 

当社グループは、当下半期を「事業の再構築期間」と位置付け、事業改革に取り組んでおります。 
当第３四半期におきましては、FC・直営関連事業におけるリストラクチュアリングが遅延したことに
より、収益改善には到りませんでしたが、下記の各事業セグメント別のご報告に記載しております通
り、事業構造の改革による本業回帰に向けた取組みは着実に進んでおります。 
その中で、今後に備え、直営店舗についての資産価値を保守的に見直すなどの積極的な減損処理につ
いても実施いたしました。 その結果、通期の当期純利益予想は大幅に前回発表予想を下回る見込みと
なりましたが、今回のリストラクチュアリングにより、人材関連事業への経営資源の集中が可能となる
ため、中長期的視点ではより効率的な企業経営を推進できると考えております。 
今後は、「外食業界におけるファブレスカンパニー」として、人・ノウハウ・コンテンツといった知
的資産を収益源としたビジネスを拡大して参る所存です。 

  
当第３四半期における各事業セグメント別の具体的な状況は、次のとおりです。 

 ①人材関連事業 

 ■人材派遣事業（プロ店長事業） 

プロ店長事業につきましては、外食業界における人材支援のニーズは依然として高く、高い稼働率で
の支援を継続して行ってまいりました。また、プロ店長育成の専門部署を設置し、社内のナレッジマネ
ジメント強化を推進するなど、来期以降のボリュームアップに向けた取組みについてもあわせて行って
まいりました。 
 今後は、当社の直営店舗やフランチャイズ本部に配置していたコア人材をプロ店長として支援先店舗
へ派遣していく等、社内の経営資源をプロ店長事業に集中していくことで、更なる事業拡大を図ってい
く予定です。 

  

 ■教育コンサルティング事業 

教育コンサルティング事業につきましては、過去のプロ店長支援における店舗改善事例を体系化し、
プロ店長の高付加価値化に向けた取組みを進めてまいりました。 
 また、それらの店長育成ノウハウを社外向けに纏め上げ、「プロ店長育成コース」の第八期講座を開
講したり、多摩大学との連携により外食企業の幹部候補生を育成する「フードビジネス チェンジリー
ダー育成塾」の第二期講座を開講するなど、外食業界における教育機関としてのブランド価値向上にも
努めてまいりました。 

  

 ■人材採用支援事業 

人材採用支援事業につきましては、これまでの主力商材であった、顧客の人事機能を一括して代行す
る「採用業務アウトソーシング」から、店長派遣と相乗効果の高い「人材紹介サービス」へと主力商材
の切替を行ってまいりました。 
 今後は、従来より当社が保有しております外食人材の採用ノウハウに加えて、外食産業に特化した人
材紹介サイトの開発を進めることで、人材紹介サービスの事業拡大を図っていく予定です。 
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 ②FC・直営関連事業 

 ■フランチャイズ本部事業 

フランチャイズ本部事業につきましては、当第３四半期より、一旦フランチャイズ本部機能を現在の
出店数に見合った適正サイズにまで縮小し、小さなFC本部へ転換するという取組みを進めてまいりまし
たが、改善成果の創出に遅れが生じ、赤字幅が拡大する結果となりました。 
 今後は、本部機能の効率化を促進するとともに、メニュー開発やオペレーション改善等の業態ブラッ
シュアップにも取り組んでまいります。 
平成19年３月15日現在の当社のフランチャイズ店舗数は計16店舗（スープカレー「心」：15店舗、
「大阪鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」：１店舗）となっております。平成19年４月には５店舗の
新規出店を予定しておりますが、来期以降も着実な出店を推進することで、事業の安定化を図ってまい
ります。 

  

 ■直営店舗運営事業 

直営店舗運営事業につきましては、大幅な赤字を計上いたしました。前述のとおり、資産価値の保守
的な見直しを行うとともに、立地等の要因により改善の見込の低い不採算店舗については整理を行い、
旗艦店舗における業態改善に注力してまいります。 
なお、平成19年３月15日現在の当社の直営店舗数は計20店舗（スープカレー「心」：９店舗、「大阪
鶴橋お好み焼き わっはっはっ風月」：４店舗、その他業態：７店舗）となっております。 
 また、当社グループ企業としてオリジナルコンセプトレストランを運営する㈱Hugeにおいては、平成
19年４月に新丸の内ビルディング（東京都千代田区）に第３号店「Rigoletto Wine & Bar」を出店予定
であり、順調な店舗展開を進めております。 

  

これらの取組みの結果、当第３四半期連結業績は、売上高は2,044百万円、営業損失は506百万円、経
常損失は562百万円となりました。また、特別損失を855百万円計上したことにより、第３四半期純損失
は1,428百万円となりました。 
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

 
＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

 (2) 連結財政状態の変動状況

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年４月期第３四半期 2,039 △660 △32.80 △110,009 76

18年４月期第３四半期 3,288 1,266 38.5 212,504 89

（参考）18年４月期 3,513 1,307 37.2 219,398 78

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年４月期第３四半期 1,936 △778 △40.6 △129,412 26

18年４月期第３四半期 2,962 630 21.3 105,737 91

（参考）18年４月期 3,234 641 19.8 107,622 17

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年４月期第３四半期 △431 △562 349 271

18年４月期第３四半期 120 △844 1,192 1,134

（参考）18年４月期 319 △1,434 1,364 914

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年４月期第３四半期 △336 △657 349 271

18年４月期第３四半期 △436 △571 1,192 850

（参考）18年４月期 ４ △1,119 1,364 914
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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年度末日に比べ1,474百万円（42.0％）減少し、2,039百万円となりました。総資
産が減少した主な要因は、連結子会社の減少等により、現金及び預金が前連結会計年度末日に比べ322
百万円、有形固定資産が同608百万、投資その他の資産が同310百万円、それぞれ減少したこと等による
ものです。 
また負債合計は、前受金が前連結会計年度末日に比べ381百万円増加したこと等により、前連結会計
年度末日に比べ516百万円（23.7％）増加し2,699百万円となりました。 
株主資本については、前連結会計年度末日に比べ1,976百万円（151.2％）減少し△668百万円となり
ました。この減少要因は、第３四半期純損失1,976百万円を計上したこと等であります。 

  
  当第３四半期における連結キャッシュ・フローは、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３四半期において、営業活動の結果使用した資金は、431百万円となりました。 
これは、税金等調整前第３四半期純損失を1,855百万円計上した一方で、減損損失714百万円や減価償
却費等の非資金取引項目があったこと、法人税等の支払額が129百万円あったこと等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期において、投資活動の結果使用した資金は、562百万円となりました。 
これは、定期預金の預入による払出しが320百万円あったこと、関係会社への貸付による支出が521百
万円あったこと等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期において、財務活動の結果得られた資金は、349百万円となりました。 
これは、長期借入金による収入600百万円があったこと、長期借入金の返済による支出338百万円があ
ったこと等によるものです。 

  

＜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年度末日に比べ1,298百万円（40.1％）減少し、1,936百万円となりました。総資
産が減少した主な要因は、連結子会社の減少等により、現金及び預金が前連結会計年度末日に比べ322
百万円、有形固定資産が同513百万、投資その他の資産が同192百万円、それぞれ減少したこと等による
ものです。 
また負債合計は、固定負債が前連結会計年度末日に比べ158百万円増加したこと等により、前連結会
計年度末日に比べ144百万円（5.6％）増加し2,714百万円となりました。 
株主資本については、前連結会計年度末日に比べ1,428百万円（222.7％）減少し△786百万円となり
ました。この減少要因は、第３四半期純損失1,428百万円を計上したこと等であります。 

  
  当第３四半期における連結キャッシュ・フローは、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３四半期において、営業活動の結果使用した資金は、336百万円となりました。 
これは、税金等調整前第３四半期純損失を1,418百万円計上した一方で、減損損失667百万円や減価償
却費等の非資金取引項目があったこと、法人税等の支払額が129百万円あったこと等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第３四半期において、投資活動の結果使用した資金は、657百万円となりました。 
これは、定期預金の預入による払出しが320百万円あったこと、関係会社への貸付による支出が521百
万円あったこと等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期において、財務活動の結果得られた資金は、349百万円となりました。 
これは、長期借入金による収入600百万円があったこと、長期借入金の返済による支出338百万円があ
ったこと等によるものです。 

［連結財政状態の変動状況に関する定性的情報等］
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＜訂正前＞ 

４． 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表

(平成18年１月31日) (平成19年１月31日) (平成18年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※３ 1,234,272 691,623 1,014,387

 ２ 受取手形及び売掛金 291,552 103,546 290,509

 ３ たな卸資産 55,298 29,321 53,380

 ４ 短期貸付金 － 30,000 －

  ５ 繰延税金資産 41,030 － 42,895

 ６ その他 155,850 155,534 137,365

 ７ 貸倒引当金 △5,369 △9,409 △4,835

   流動資産合計 1,772,635 53.9 1,000,616 49.1 1,533,702 43.7

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1

  （1）建物及び構築物 572,791 301,797 523,550

  （2）その他 135,673 143,972 530,902

   有形固定資産合計 708,464 21.5 445,770 21.9 1,054,453 30.0

 ２ 無形固定資産

   （1）営業権 77,154 － 71,219

   （2）連結調整勘定 － － 30,831

   （3）のれん － 16,634 ―

   （4）その他 74,553 100,066 36,662

   無形固定資産合計 151,708 4.6 116,701 5.7 138,713 4.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 52,126 107,292 102,182

   （2）破産更生債権等 － 117,080 4,654

   （3）長期前払費用 227,605 112,889 180,481

   （4）敷金・保証金 342,513 248,242 369,171

   （5）繰延税金資産 33,686 － 68,016

  （6）その他 2,653 3,010 66,676

  (7) 貸倒引当金 △2,643 △112,441 △4,654

   投資その他の資産 

   合計
655,941 20.0 476,072 23.3 786,528 22.3

   固定資産合計 1,516,114 46.1 1,038,544 50.9 1,979,695 56.3

   資産合計 3,288,750 100.0 2,039,160 100.0 3,513,397 100.0
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＜訂正後＞ 

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表

(平成18年１月31日) (平成19年１月31日) (平成18年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※３ 950,772 691,623 1,014,387

 ２ 受取手形及び売掛金 291,552 103,546 290,509

 ３ たな卸資産 55,298 29,321 53,380

 ４ 短期貸付金 － 30,000 －

  ５ 繰延税金資産 － － －

  ６ 仮払金 319,949 － －

 ７ その他 137,901 170,534 232,365

 ８ 貸倒引当金 △5,369 △9,409 △4,835

   流動資産合計 1,750,104 59.1 1,015,616 52.5 1,585,806 49.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1

  （1）建物及び構築物 426,284 253,849 425,385

  （2）その他 62,173 73,972 415,902

   有形固定資産合計 488,457 16.5 327,822 16.9 841,288 26.0

 ２ 無形固定資産

   （1）営業権 77,154 － 71,219

   （2）連結調整勘定 － － 30,831

   （3）のれん － 16,634 ―

   （4）その他 74,553 100,066 36,662

   無形固定資産合計 151,708 5.1 116,701 6.0 138,713 4.3

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 52,126 107,292 102,182

   （2）破産更生債権等 － 117,080 4,654

   （3）長期前払費用 227,605 112,889 180,481

   （4）敷金・保証金 292,513 248,242 319,171

   （5）繰延税金資産 － － －

  （6）その他 2,653 3,010 66,676

  (7) 貸倒引当金 △2,643 △112,441 △4,654

   投資その他の資産 

   合計
572,255 19.3 476,072 24.6 668,512 20.7

   固定資産合計 1,212,420 40.9 920,596 47.5 1,648,514 51.0

   資産合計 2,962,525 100.0 1,936,213 100.0 3,234,320 100.0
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＜訂正前＞ 

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表

(平成18年１月31日) (平成19年１月31日) (平成18年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 98,846 55,871 65,540

 ２ 短期借入金 1,500 100,000 100,000

 ３ 一年以内返済予定 

   長期借入金
229,320 465,762 298,360

 ４ 未払金 271,163 173,836 166,737

 ５ 未払費用 42,982 29,138 90,170

 ６ 未払法人税等 20,940 12,662 132,944

 ７ 前受金 ー 414,511 32,628

 ８ その他 97,757 48,821 55,650

   流動負債合計 762,510 23.2 1,300,603 63.8 942,033 26.8

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 550,000 599,900 550,000

 ２ 長期借入金 662,022 679,500 666,710

 ３ その他 12,201 119,652 24,300

   固定負債合計 1,224,223 37.2 1,399,052 68.6 1,241,010 35.3

   負債合計 1,986,733 60.4 2,699,655 132.4 2,183,043 62.1

 (少数株主持分)

 少数株主持分 35,700 1.1 － － 22,956 0.7

 (資本の部)

Ⅰ 資本金 589,076 17.9 － － 589,076 16.7

Ⅱ 資本剰余金 487,076 14.8 － － 487,076 13.9

Ⅲ 利益剰余金 190,163 5.8 － － 231,244 6.6

   資本合計 1,266,316 38.5 － － 1,307,397 37.2

   負債、少数株主持分 

   及び資本合計
3,288,750 100.0 － － 3,513,397 100.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 － 607,076 －

 ２ 資本剰余金 － 505,076 －

 ３ 利益剰余金 － △1,780,902 －

   株主資本合計 － － △668,749 △32.8 － －

Ⅱ 新株予約権 － － － － － －

Ⅲ 少数株主持分 － － 8,254 0.4 － －

   純資産合計 － － △660,494 △32.4 － －

   負債純資産合計 － － 2,039,160 100.0 － －
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＜訂正後＞ 

 
  

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末
前連結会計年度 

要約連結貸借対照表

(平成18年１月31日) (平成19年１月31日) (平成18年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 98,846 55,871 65,540

 ２ 短期借入金 1,500 100,000 100,000

 ３ 一年以内返済予定 

   長期借入金
229,320 465,762 298,360

 ４ 未払金 239,663 173,836 166,737

 ５ 未払費用 42,982 29,138 90,170

 ６ 未払法人税等 20,940 12,662 132,944

 ７ 前受金 402,058 429,511 438,978

 ８ その他 37,199 48,821 36,300

   流動負債合計 1,072,510 36.2 1,315,603 67.9 1,329,033 41.1

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 550,000 599,900 550,000

 ２ 長期借入金 662,022 679,500 666,710

 ３ その他 12,201 119,652 24,300

   固定負債合計 1,224,223 41.3 1,399,052 72.3 1,241,010 38.4

   負債合計 2,296,733 77.5 2,714,655 140.2 2,570,043 79.5

 (少数株主持分)

 少数株主持分 35,700 1.2 － － 22,956 0.7

 (資本の部)

Ⅰ 資本金 589,076 19.9 － － 589,076 18.2

Ⅱ 資本剰余金 487,076 16.4 － － 487,076 15.0

Ⅲ 利益剰余金 △446,060 △15.0 － － △434,832 △13.4

   資本合計 630,092 21.3 － － 641,320 19.8

   負債、少数株主持分 

   及び資本合計
2,962,525 100.0 － － 3,234,320 100.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 － 607,076 －

 ２ 資本剰余金 － 505,076 －

 ３ 利益剰余金 － △1,898,850 －

   株主資本合計 － － △786,697 △40.6 － －

Ⅱ 新株予約権 － － － － － －

Ⅲ 少数株主持分 － － 8,254 0.4 － －

   純資産合計 － － △778,442 △40.2 － －

   負債純資産合計 － － 1,936,213 100.0 － －
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＜訂正前＞ 

(2) 四半期連結損益計算書

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
前連結会計年度 

要約連結損益計算書

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年１月31日)

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年１月31日)

(自 平成17年５月１日 

 至  平成18年４月30日)

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 2,849,885 100.0 2,104,787 100.0 4,022,793 100.0

Ⅱ 売上原価 2,324,276 81.6 2,204,218 104.7 3,115,258 77.4

   売上総利益 525,608 18.4 △99,430 △4.7 907,534 22.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 430,652 15.1 351,711 16.7 623,905 15.5

  営業利益(△営業損失) 94,956 3.3 △451,141 △21.4 283,629 7.1

Ⅳ 営業外収益

 １.受取利息及び配当金 211 8,735 688

 ２.受取補償金 869 － 869

 ３.還付加算金 245 － 245

 ４.連結調整勘定償却額 236 － 315

 ５.為替差益 － 766 －

 ６.その他 1,556 3,119 0.1 1,515 11,017 0.5 4,126 6,244 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １.支払利息 11,784 13,974 15,014

 ２.新株発行費 7,991 － 8,220

 ３.社債発行費 5,714 1,909 5,714

 ４.持分法による投資損失 3,635 23,101 3,081

  ５.その他 4,988 34,114 1.2 28,242 67,227 3.2 6,194 38,226 1.0

  経常利益(△経常損失) 63,961 2.2 △507,352 △24.1 251,646 6.3

Ⅵ 特別利益

 １.投資有価証券売却益 30,489 － 30,489

 ２.その他 13,761 44,250 1.6 － － － 13,761 44,250 1.1

Ⅶ 特別損失

 １.減損損失 ※２ 36,400 714,282 109,454

 ２.固定資産売却損 ※３ － － 10,971

 ３.事業改革損 ※４ － 447,000 －

 ４.その他の特別損失 ※５ － 36,400 1.3 187,244 1,348,526 64.1 － 120,426 3.0

   税金等調整前 

   第３四半期(当期) 

   純利益(△純損失)

71,811 2.5 △1,855,878 △88.2 175,470 4.4

   法人税、住民税 

   及び事業税
40,126 9,643 166,715

   法人税等調整額 － 40,126 1.4 110,911 120,555 5.7 △56,170 110,544 2.8

   少数株主損失 585 0.0 81 0.0 8,741 0.2

   第３四半期(当期) 

   純利益(△純損失)
32,271 1.1 △1,976,351 △93.9 73,667 1.8
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＜訂正後＞ 

 
  

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間
前連結会計年度 

要約連結損益計算書

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年１月31日)

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年１月31日)

(自 平成17年５月１日 

 至  平成18年４月30日)

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比

(％)

Ⅰ 売上高 2,284,885 100.0 2,044,787 100.0 3,415,793 100.0

Ⅱ 売上原価 2,260,783 98.9 2,200,289 107.6 3,074,610 90.0

   売上総利益 24,101 1.1 △155,501 △7.6 341,183 10.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 430,652 18.9 351,235 17.2 623,905 18.3

  営業利益(△営業損失) △406,550
△

17.8
△506,736 △24.8 △282,722 △8.3

Ⅳ 営業外収益

 １.受取利息及び配当金 211 8,735 688

 ２.受取補償金 869 － 869

 ３.還付加算金 245 － 245

 ４.連結調整勘定償却額 236 － 315

 ５.為替差益 － 766 －

 ６.その他 1,556 3,119 0.1 1,515 11,017 0.5 4,126 6,244 0.2

Ⅴ 営業外費用

 １.支払利息 11,784 13,974 15,014

 ２.新株発行費 7,991 － 8,220

 ３.社債発行費 5,714 1,909 5,714

 ４.持分法による投資損失 3,635 23,101 3,081

  ５.その他 4,988 34,114 1.5 28,242 67,227 3.3 6,194 38,226 1.1

  経常利益(△経常損失) △437,545
△

19.2
△562,947 △27.5 △314,704 △9.2

Ⅵ 特別利益

 １.投資有価証券売却益 30,489 － 30,489

 ２.その他 13,761 44,250 2.0 － － － 13,761 44,250 1.3

Ⅶ 特別損失

 １.減損損失 ※２ 36,400 667,993 63,267

 ２.固定資産売却損 ※３ － － 10,971

 ３.事業改革損 ※４ － － －

 ４．循環損失 ※６ 60,000 476 35,000

 ５.その他の特別損失 ※５ － 96,400 4.2 187,244 855,713 41.9 － 109,239 3.2

   税金等調整前 

   四半期(当期) 

   純利益(△純損失)

△489,695
△

21.4
△1,418,660 △69.4 △379,694

△

11.1

   法人税、住民税 

   及び事業税
60,102 9,643 166,715

   法人税等調整額 54,740 114,843 5.0 － 9,643 0.5 54,740 221,456 6.5

   少数株主損失 585 0.0 81 0.0 8,741 0.3

   四半期(当期) 

   純利益(△純損失)
△603,952

△

26.4
△1,428,222 △69.8 △592,409

△

17.3
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＜訂正前＞ 

(3) 四半期連結剰余金計算書

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17年５月１日 

 至 平成18年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 257,275 257,275

Ⅱ 資本剰余金増加高

  １．増資による新株の発行 224,814 224,814

 ２．新株予約権の権利行使 

      による増加
4,987 229,801 4,987 229,801

Ⅲ 資本剰余金 

  第３四半期末(期末)残高
487,076 487,076

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 190,641 190,641

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １．第３四半期（当期）純利益 32,271 32,271 73,667 73,667

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １．配当金 26,750 26,750

 ２.役員賞与金 6,000 6,000

 ３.連結除外に伴う 

     利益剰余金減少高
－ 32,750 315 33,065

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末 

   (期末)残高
190,163 231,244
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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17年５月１日 

 至 平成18年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 257,275 257,275

Ⅱ 資本剰余金増加高

  １．増資による新株の発行 224,814 224,814

 ２．新株予約権の権利行使 

      による増加
4,987 229,801 4,987 229,801

Ⅲ 資本剰余金 

  第３四半期末(期末)残高
487,076 487,076

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 190,641 190,641

Ⅱ 利益剰余金増加高

 １．第３四半期（当期）純利益 △603,952 △603,952 △592,409 △592,409

Ⅲ 利益剰余金減少高

 １．配当金 26,750 26,750

 ２.役員賞与金 6,000 6,000

 ３.連結除外に伴う 

     利益剰余金減少高
－ 32,750 315 33,065

Ⅳ 利益剰余金第３四半期末 

   (期末)残高
△446,060 △434,832
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当第３四半期連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成19年１月31日) 

＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

(4) 四半期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

第３四半期連結会計期間中の 

変動額

 新株の発行 18,000 18,000 － 36,000 － 36,000

 剰余金の配当 － － △29,795 △29,795 － △29,795

 役員賞与 － － △6,000 △6,000 － △6,000

 第３四半期純損失 － － △1,976,351 △1,976,351 － △1,976,351

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額(純

額)

－ － － － △14,702 △14,702

第３四半期連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
18,000 18,000 △2,012,146 △1,976,146 △14,702 △1,990,848

平成19年１月31日残高(千円) 607,076 505,076 △1,780,902 △668,749 8,254 △660,494

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

第３四半期連結会計期間中の 

変動額

 新株の発行 18,000 18,000 － 36,000 － 36,000

 剰余金の配当 － － △29,795 △29,795 － △29,795

 役員賞与 － － △6,000 △6,000 － △6,000

 第３四半期純損失 － － △1,428,222 △1,428,222 － △1,428,222

株主資本以外の項目の第３四半

期連結会計期間中の変動額(純

額)

－ － － － △14,702 △14,702

第３四半期連結会計期間中の 

変動額合計(千円)
18,000 18,000 △1,464,017 △1,428,017 △14,702 △1,442,719

平成19年１月31日残高(千円) 607,076 505,076 △1,898,850 △786,697 8,254 △778,442
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＜訂正前＞ 

(5) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年１年31日)

(自 平成18年５月１日 

  至 平成19年１月31日)

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４年30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

   税金等調整前第３四半期 

   (当期)純利益(△純損失)
71,811 △1,855,878 175,470

   減価償却費 125,242 170,453 175,933

   減損損失 36,400 714,282 109,454

   固定資産除却損 － 71,329 －

   貸倒引当金の増減額（△減少） 1,724 112,517 3,201

   受取利息及び受取配当金 △211 △8,735 △688

   支払利息 11,784 13,974 15,014

   持分法による投資損失 3,635 23,101 3,081

   投資有価証券売却益 △30,489 － △30,489

   売上債権の増減額（△増加） △113,243 133,545 △99,940

   たな卸資産の増減額（△増加） △18,780 43,257 △42,831

   前払費用の増減額（△増加） △5,027 △6,064 3,574

   仕入債務の増減額（△減少） 68,570 △8,673 △1,418

   未払金の増減額（△減少） 77,049 △1,190 54,046

   未払費用の増減額（△減少） △51,045 △58,901 △1,864

   未払消費税等の増減額 

   （△減少）
54,124 △31,721 47,770

   前受金の増減額（△減少） △1,820 381,882 6,267

   役員賞与の支払額 △6,000 △6,000 △6,000

   その他 6,346 16,654 5,104

    小計 230,070 △296,166 415,687

   利息及び配当金の受取額 211 8,735 688

   利息の支払額 △12,271 △14,122 △15,551

   法人税等の支払額 △97,720 △129,585 △81,028

  営業活動による 

  キャッシュ・フロー
120,290 △431,139 319,795
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前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年１年31日)

(自 平成18年５月１日 

  至 平成19年１月31日)

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４年30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

   定期預金の預け入れによる支出 － △320,000 △100,000

   有形固定資産の取得による支出 △575,451 △205,154 △1,219,142

   無形固定資産の取得による支出 － △78,977 △651

   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 － △53,180

   投資有価証券の売却による収入 57,589 － 57,589

   新規連結子会社株式の取得に 

   よる収入
※２ 4,725 － 4,725

   関係会社株式の取得による支出 △1,500 － △1,500

   連結の範囲の変更を伴う子会社 

      株式の売却による収入（△支出）
－ △59,742 227,545

   貸付による支出 － △521,345 △3,500

   貸付金の回収による収入 194 596,345 194

     長期前払費用の取得による支出 △131,228 － △130,668

   敷金・保証金への支出 △159,874 △25,286 △250,453

   敷金・保証金の解約による収入 － 79,129 8,999

   その他 △9,954 △27,208 25,050

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△844,829 △562,239 △1,434,993

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） － － △500

   長期借入れによる収入 500,000 600,000 735,108

   長期借入金の返済による支出 △278,145 △338,748 △340,563

   株式の発行による収入 451,611 36,000 451,611

   社債の発行による収入 544,285 98,090 544,285

   社債の返済による支出 － △16,700 －

   配当金の支払額 △25,713 △28,794 △25,713

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
1,192,038 349,848 1,364,228

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額
△970 766 △2,386

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の増加額（△減少）
466,528 △642,764 246,644

Ⅵ 現金及び現金同等物 

  の期首残高
667,743 914,387 667,743

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  第３四半期末(期末)残高
※1 1,134,272 271,623 914,387
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＜訂正後＞ 

前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年１年31日)

(自 平成18年５月１日 

  至 平成19年１月31日)

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４年30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

   税金等調整前第３四半期 

   (当期)純利益(△純損失)
△489,695 △1,418,660 △379,694

   減価償却費 121,749 166,524 170,284

   減損損失 36,400 667,993 63,267

   固定資産除却損 － 71,329 －

   貸倒引当金の増減額（△減少） 1,724 112,517 3,201

   受取利息及び受取配当金 △211 △8,735 △688

   支払利息 11,784 13,974 15,014

   持分法による投資損失 3,635 23,101 3,081

   投資有価証券売却益 △30,489 － △30,489

   売上債権の増減額（△増加） △113,243 133,545 △99,940

   たな卸資産の増減額（△増加） △18,780 43,257 △42,831

   前払費用の増減額（△増加） △5,027 △6,064 3,574

   仕入債務の増減額（△減少） 68,570 △8,673 △1,418

   未払金の増減額（△減少） 45,549 △1,190 54,046

   未払費用の増減額（△減少） △51,045 △58,901 △1,864

   未払消費税等の増減額 

   （△減少）
33,374 △31,721 28,420

   前受金の増減額（△減少） 360,429 △9,467 412,617

   役員賞与の支払額 △6,000 △6,000 △6,000

   その他 △295,653 116,004 △89,895

    小計 △326,929 △201,166 100,687

   利息及び配当金の受取額 211 8,735 688

   利息の支払額 △12,271 △14,122 △15,551

   法人税等の支払額 △97,720 △129,585 △81,028

  営業活動による 

  キャッシュ・フロー
△436,709 △336,139 4,795
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前第３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年１年31日)

(自 平成18年５月１日 

  至 平成19年１月31日)

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４年30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

   定期預金の預け入れによる支出 － △320,000 △100,000

   有形固定資産の取得による支出 △351,951 △250,154 △954,142

   無形固定資産の取得による支出 － △78,977 △651

   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 － △53,180

   投資有価証券の売却による収入 57,589 － 57,589

   新規連結子会社株式の取得に 

   よる収入
※２ 4,725 － 4,725

   関係会社株式の取得による支出 △1,500 － △1,500

   連結の範囲の変更を伴う子会社 

      株式の売却による収入（△支出）
－ △59,742 227,545

   貸付による支出 － △521,345 △3,500

   貸付金の回収による収入 194 596,345 194

     長期前払費用の取得による支出 △131,228 － △130,668

   敷金・保証金への支出 △109,874 △25,286 △200,453

   敷金・保証金の解約による収入 － 29,129 8,999

   その他 △9,954 △27,208 25,050

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△571,329 △657,239 △1,119,993

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） － － △500

   長期借入れによる収入 500,000 600,000 735,108

   長期借入金の返済による支出 △278,145 △338,748 △340,563

   株式の発行による収入 451,611 36,000 451,611

   社債の発行による収入 544,285 98,090 544,285

   社債の返済による支出 － △16,700 －

   配当金の支払額 △25,713 △28,794 △25,713

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
1,192,038 349,848 1,364,228

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

  換算差額
△970 766 △2,386

Ⅴ 現金及び現金同等物 

  の増加額（△減少）
183,028 △642,764 246,644

Ⅵ 現金及び現金同等物 

  の期首残高
667,743 914,387 667,743

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

  第３四半期末(期末)残高
※1 850,772 271,623 914,387
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18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、451,141千円

の営業損失、1,976,351千円の第３

四半期純損失を計上した結果、債務

超過となっております。 

 これにより、当社グループには継

続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。 

 当社グループは、当該事項を解消

し、経営体質の改善を図るため「新

中期経営計画」を策定いたしまし

た。また、第三者割当増資による財

務体質の強化を検討しております。 

従いまして、第３四半期連結財務諸

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

響を第３四半期連結財務諸表には反

映しておりません。

──────

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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18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。

当社グループは、当第３四半期連

結会計期間において、506,736千円

の営業損失、1,428,222千円の四半

期純損失を計上した結果、債務超過

となっております。 

 これにより、当社グループには継

続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。 

 当社グループは、当該事項を解消

し、経営体質の改善を図るため「新

中期経営計画」を策定いたしまし

た。また、第三者割当増資による財

務体質の強化を検討しております。 

従いまして、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。

当社グループは、当連結会計年度

において、282,722千円の営業損

失、592,409千円の当期純損失を計

上した結果、純資産が大きく減少し

ております。これにより、当社グル

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、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＞ 

注記事項等

四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

１ 連結の範囲に関

する事項

 子会社は、全て連結してお

ります。 

連結子会社の数 ５社

連結子会社名

 ㈱Huge

 ㈱ジースタイラス

 ㈱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

 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。

 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。

 子会社は、全て連結してお

ります。

連結子会社の数 １社

連結子会社名

 ㈱エフ・アンド・エフマネ

ジメント 

 

 なお、㈱トランシスについ

ては、当第３四半期連結会計

期間に株式を売却したことか

ら、連結の範囲から除外し、

持分法適用の関連会社に含め

ております。

 

 子会社は、全て連結してお

ります。

連結子会社の数 ２社

連結子会社名

 ㈱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、

当連結会計年度において新た

に株式を追加取得したことに

より、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。

 ㈱トランシスについては、

当連結会計年度において新た

に株式を取得したことによ

り、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。

 ㈱ジースタイラスについて

は、当連結会計年度に株式を

売却したことから、連結の範

囲から除外し、持分法適用の

関連会社に含めております。
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項目
   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)

 当第３四半期連結会計期間
   (自 平成18年５月１日 
    至 平成19年１月31日)

      前連結会計年度
   (自 平成17年５月１日 
    至 平成18年４月30日)

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) 関連会社は、全て持分法

を適用しております。

  持分法を適用した関連会

社数 ４社 

 関連会社名 

㈱セイインターナショナル

㈱Huge 

㈱ジースタイラス 

㈱トランシス 

 なお、㈱トランシスにつ

いては、当第３四半期連結

会計期間に株式を売却した

ことから、連結の範囲から

除外し、持分法適用の関連

会社に含めております。 

 

(1) 関連会社は、全て持分法

を適用しております。

  持分法を適用した関連会

社数 ３社

  関連会社名
㈱セイインターナショナル
㈱Huge 
㈱ジースタイラス 
 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。 
 ㈱Huge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。 
 ㈱ジースタイラスについ
ては、当連結会計年度に株
式を売却したことから、連
結の範囲から除外し、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、当連結会計年度におい
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。

(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)    同左 (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 連結子会社の第

３四半期決算日

（決算日）に関

する事項

  連結子会社のうち、㈱

Hugeの決算日とIBA１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、㈱エ

フ・アンド・エフマネジメ

ントの決算日は６月30日で

あります。 

 連結財務諸表の作成にあ

たっては、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、㈱エ

フ・アンド・エフマネジメ

ントの決算日は６月30日で

あり、㈱トランシスの決算

日は、４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 》 《 省略 》

５ 第３四半期連結
キャッシュ・フ
ロー計算書（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 》 《 省略 》
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＜訂正後＞ 

項目
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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

１ 連結の範囲に関

する事項

 子会社は、全て連結してお

ります。 

連結子会社の数 ４社

連結子会社名

 ㈱Huge

 ㈱ジースタイラス

 ㈱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。

 

 子会社は、全て連結してお

ります。

連結子会社の数 １社

連結子会社名

 ㈱エフ・アンド・エフマネ

ジメント 

 

 なお、㈱トランシスについ

ては、当第３四半期連結会計

期間に株式を売却したことか

ら、連結の範囲から除外し、

持分法適用の関連会社に含め

ております。

 

 子会社は、全て連結してお

ります。

連結子会社の数 ２社

連結子会社名

 ㈱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、

当連結会計年度において新た

に株式を追加取得したことに

より、当連結会計年度より連

結の範囲に含めております。

 ㈱トランシスについては、

当連結会計年度において新た

に株式を取得したことによ

り、当連結会計年度より連結

の範囲に含めております。

 ㈱ジースタイラスについて

は、当連結会計年度に株式を

売却したことから、連結の範

囲から除外し、持分法適用の

関連会社に含めております。
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項目
   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)

 当第３四半期連結会計期間
   (自 平成18年５月１日 
    至 平成19年１月31日)

      前連結会計年度
   (自 平成17年５月１日 
    至 平成18年４月30日)

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) 関連会社は、全て持分法

を適用しております。

  持分法を適用した関連会

社数 ４社 

 関連会社名 

㈱セイインターナショナル

㈱Huge 

㈱ジースタイラス 

㈱トランシス 

 なお、㈱トランシスにつ

いては、当第３四半期連結

会計期間に株式を売却した

ことから、連結の範囲から

除外し、持分法適用の関連

会社に含めております。 

 

(1) 関連会社は、全て持分法

を適用しております。

  持分法を適用した関連会

社数 ３社

  関連会社名
㈱セイインターナショナル
㈱Huge 
㈱ジースタイラス 
 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。 
 ㈱Huge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。 
 ㈱ジースタイラスについ
ては、当連結会計年度に株
式を売却したことから、連
結の範囲から除外し、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、当連結会計年度におい
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。

(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)    同左 (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 連結子会社の第

３四半期決算日

（決算日）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、㈱エ

フ・アンド・エフマネジメ

ントの決算日は６月30日で

あります。 

 連結財務諸表の作成にあ

たっては、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、㈱エ

フ・アンド・エフマネジメ

ントの決算日は６月30日で

あり、㈱トランシスの決算

日は、４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 》 《 省略 》

５ 第３四半期連結
キャッシュ・フ
ロー計算書（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 》 《 省略 》
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＜訂正前＞ 

 
  

会計処理の変更

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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より、

固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税金等調

整前四半期（当期）純利益は36,400

千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号 平成17年12月

９日）を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は△668,749千円でありま

す。 

 なお当第３四半期連結会計期間に

おける四半期連結貸借対照表の純資

産の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成してお

ります。

（企業結合に係る会計基準等） 

 当第３四半期連結会計期間から

「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会 平成15年10月31日）及

び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第７号）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

（四半期連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当第３四半期連結会計期間から

「のれん」として表示しておりま

す。

（繰延資産の会計処理に関する当面

の扱い） 

 当第３四半期連結会計期間から、

「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年８月11日 実務対応報告第

19号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益

が109,454千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。
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＜訂正後＞ 

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より、

固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日）を適用

しております。これにより税金等調

整前四半期（当期）純利益は36,400

千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当第３四半期連結会計期間より

「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針」（企業会計

基準適用指針第８号 平成17年12月

９日）を適用しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は△786,697千円でありま

す。 

 なお当第３四半期連結会計期間に

おける四半期連結貸借対照表の純資

産の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中間

連結財務諸表規則により作成してお

ります。

（企業結合に係る会計基準等） 

 当第３四半期連結会計期間から

「企業結合に係る会計基準」（企業

会計審議会 平成15年10月31日）及

び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第７号）並び

に「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準適用指針第10号）

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

（四半期連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当第３四半期連結会計期間から

「のれん」として表示しておりま

す。

（繰延資産の会計処理に関する当面

の扱い） 

 当第３四半期連結会計期間から、

「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年８月11日 実務対応報告第

19号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の

減損に係る会計基準（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14

年８月９日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第６号 平成15

年10月31日）を適用しております。

これにより税金等調整前当期純利益

が63,267千円減少しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の連結財務諸表規則に基

づき各資産の金額から直接控除して

おります。
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

前第３四半期連結会計期間末 
(平成18年１月31日)

当第３四半期連結会計期間末
(平成19年１月31日)

前連結会計年度末 
(平成18年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      64,977千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      450,018千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       73,514千円

 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 

 

 ２ 保証債務 

下記取引先に対し債務保証を行って

おります。   

  (1) 店舗など賃貸借契約に対す 

       る保証 

  ㈱Huge     26,540千円 

  (2) 割賦債務及びリース債務に 

    対する保証 

    ㈱フーズ・ワン 46,200千円

 ２ 保証債務 

下記取引先に対し債務保証を行って

おります。   

  (1) 店舗など賃貸借契約に対す 

    る保証 

  ㈱Huge     508,698千円 

  (2) 割賦債務及びリース債務に 

    対する保証 

    ㈱フーズ・ワン 55,650千円

※３ 担保資産 

 担保に供している資産は次のとお

りであります。 

 現金及び預金   20,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であ

ります。） 

 

 ※３ 担保資産 

 担保に供している資産は次のとお

りであります。 

  現金及び預金   19,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であ

ります。） 

 現金及び預金   320,000千円 

（取引先の資金調達を援助する目的

の担保差入であります。）

※３ 担保資産 

  担保に供している資産は次のとお

りであります。 

 現金及び預金   19,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であ

ります。）

前第３四半期連結会計期間末 
(平成18年１月31日)

当第３四半期連結会計期間末
(平成19年１月31日)

前連結会計年度末 
(平成18年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      58,738千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額      445,638千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       70,513千円

 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 

 

 ２ 保証債務 

下記取引先に対し債務保証を行って

おります。   

  (1) 店舗など賃貸借契約に対す 

       る保証 

  ㈱Huge     26,540千円 

  (2) 割賦債務及びリース債務に 

    対する保証 

    ㈱フーズ・ワン 46,200千円

 ２ 保証債務 

下記取引先に対し債務保証を行って

おります。   

  (1) 店舗など賃貸借契約に対す 

    る保証 

  ㈱Huge     508,698千円 

  (2) 割賦債務及びリース債務に 

    対する保証 

    ㈱フーズ・ワン 55,650千円

※３ 担保資産 

 担保に供している資産は次のとお

りであります。 

 現金及び預金   20,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であ

ります。） 

 

 ※３ 担保資産 

 担保に供している資産は次のとお

りであります。 

  現金及び預金   19,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であ

ります。） 

 現金及び預金   320,000千円 

（取引先の資金調達を援助する目的

の担保差入であります。）

※３ 担保資産 

  担保に供している資産は次のとお

りであります。 

 現金及び預金   19,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であ

ります。）
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＜訂正前＞ 

(四半期連結損益計算書関係)

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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
  至 平成19年１月31日)

前連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
  至 平成18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 85,978千円

従業員給与 90,728千円

旅費交通費 15,145千円

地代家賃 24,236千円

減価償却費 4,762千円

報酬 42,667千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

貸倒引当金
繰入額

5,471千円

役員報酬 63,824千円

従業員給与 59,567千円

旅費交通費 17,147千円

地代家賃 24,466千円

減価償却費 1,887千円

報酬 48,280千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

貸倒引当金 
繰入額

3,922千円

役員報酬 135,728千円

従業員給与 118,639千円

旅費交通費 20,807千円

地代家賃 34,094千円

減価償却費 5,472千円

報酬 54,985千円
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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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
  至 平成19年１月31日)

前連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
  至 平成18年４月30日)

 

※２ 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

 

※２ 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)

東京都 店舗
建物、リース
資産等

211,188

大阪府 店舗
建物、リース
資産等

114,671

千葉県 店舗
建物、リース
資産等

25,636

栃木県 店舗
建物、リース
資産等

15,697

静岡県
転貸
資産

建物等 135,685

愛知県
転貸
資産

建物等 186,734

㈱ リン
ク・ワン

遊休
資産

長期前払費用
等

24,666

合計 714,282

 

※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)

㈱ リン 

ク・ワン
遊休
資産

長期前払費用 
(FC加盟金)

62,400

風月 

佐野店

直営 

店舗
 建物 47,054

   合計 109,454

 当社グループは、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。 

 

 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

（714,282千円）として特別損失に

計上しております。 

 減損損失の内訳は、建物501,884

千円、工具器具73,962千円、営業権

34,422千円、長期前払費用32,353千

円、リース資産71,659千円でありま

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。

 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（109,454千円）とし

て特別損失に計上しております。 

 なお、当資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、売

却や他への転用が困難な資産は０円

としております。
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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)

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年１月31日)

前連結会計年度 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30日)

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

────── ──────

 

建物 10,624千円
工具・器具 253千円
長期前払費用 94千円

計 10,971千円

※４   ────── ※４ 事業改革の一環として行う

契約形態の見直しにより生じる契約

解消のための返金額447,000千円を

損失計上しております。

※４   ──────

※５ その他の特別損失の内訳 

     ──────

※５ その他の特別損失の内訳 

固定資産の除却    71,329千円 

貸倒引当金繰入額   108,230千円 

賃貸契約解約損     5,683千円 

投資有価証券評価損   2,000千円

※５ その他の特別損失の内訳 

     ────── 
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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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
  至 平成19年１月31日)

前連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
  至 平成18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 85,978千円

従業員給与 90,728千円

旅費交通費 15,145千円

地代家賃 24,236千円

減価償却費 4,762千円

報酬 42,667千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

貸倒引当金
繰入額

5,471千円

役員報酬 63,824千円

従業員給与 59,567千円

旅費交通費 17,147千円

地代家賃 23,989千円

減価償却費 1,887千円

報酬 48,280千円
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。

貸倒引当金 
繰入額

3,922千円

役員報酬 135,728千円

従業員給与 118,639千円

旅費交通費 20,807千円

地代家賃 34,094千円

減価償却費 5,472千円

報酬 54,985千円
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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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
  至 平成19年１月31日)

前連結会計年度 
(自 平成17年５月１日 
  至 平成18年４月30日)

 

※２ 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

 

※２ 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)

東京都 店舗
建物、リース
資産等

182,709

大阪府 店舗
建物、リース
資産等

96,862

千葉県 店舗
建物、リース
資産等

25,636

栃木県 店舗
建物、リース
資産等

15,697

静岡県
転貸
資産

建物等 135,685

愛知県
転貸
資産

建物等 186,734

㈱ リン
ク・ワン

遊休
資産

長期前払費用
等

24,666

合計 667,993

 

※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)

㈱ リン 

ク・ワン
遊休
資産

長期前払費用 
(FC加盟金)

62,400

風月 

佐野店

直営 

店舗
 建物 867

   合計 63,267

 当社グループは、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。 

 

 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

（667,993千円）として特別損失に

計上しております。 

 減損損失の内訳は、建物455,595

千円、工具器具73,962千円、営業権

34,422千円、長期前払費用32,353千

円、リース資産71,659千円でありま

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。

 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（63,267千円）として

特別損失に計上しております。 

 なお、当資産の回収可能価額は正

味売却価額により測定しており、売

却や他への転用が困難な資産は０円

としております。
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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)

当第３四半期連結会計期間 

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年１月31日)

前連結会計年度 

(自 平成17年５月１日 

 至 平成18年４月30日)

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

────── ──────

 

建物 10,624千円
工具・器具 253千円
長期前払費用 94千円

計 10,971千円

※４   ────── ※４   ────── ※４   ──────

※５ その他の特別損失の内訳 

     ──────

※５ その他の特別損失の内訳 

固定資産の除却    71,329千円 

貸倒引当金繰入額   108,230千円 

賃貸契約解約損     5,683千円 

投資有価証券評価損   2,000千円

※５ その他の特別損失の内訳 

     ────── 

 

※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 循環損失

同左

※６ 循環損失

同左
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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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18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19年１月31日現在)

現金及び
預金勘定

691,623千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△420,000千円

現金及び
現金同等物

271,623千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と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４月30日現在)

現金及び
預金勘定

1,014,387千円

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

914,387千円

 

※２ 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、IBA

１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

※２   ──────

 

※２ 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、IBA

１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
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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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18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19年１月31日現在)

現金及び
預金勘定

691,623千円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△420,000千円

現金及び
現金同等物

271,623千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残

高と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４月30日現在)

現金及び
預金勘定

1,014,387千円

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

914,387千円

 

※２ 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

※２   ──────

 

※２ 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、IBA

１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
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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) 

＜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 

  

＜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 

  

(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

1,159,874 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.売上高及び営業利益
 売上高

(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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当第３四半期連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成19年１月31日) 

＜訂正前＞ 

 
(注) １．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 ……………各種消耗品の販売代理等 

  

＜訂正後＞ 

 
(注) １．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 ……………各種消耗品の販売代理等 

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)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

788,112 1,309,517 7,158 2,104,787 ― 2,104,787

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 788,112 1,309,517 7,158 2,104,787 ― 2,104,787

営業費用 800,221 1,754,239 1,468 2,555,929 ― 2,555,929

営業利益又は営業損失（△） △12,109 △444,722 5,689 △451,141 ― △451,141

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)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

788,112 1,249,517 7,158 2,044,787 ― 2,044,787

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 788,112 1,249,517 7,158 2,044,787 ― 2,044,787

営業費用 800,221 1,749,834 1,468 2,551,524 ― 2,551,524

営業利益又は営業損失（△） △12,109 △500,317 5,689 △506,736 ― △506,736
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前連結会計年度(自 平成17年５月１日 至 平成18年４月30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 

  

＜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 

    
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

1,637,103 2,329,431 56,258 4,022,793 ― 4,022,793

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,637,103 2,329,431 56,258 4,022,793 ― 4,022,793

営業費用 1,425,816 2,247,632 65,714 3,739,164 ― 3,739,164

営業利益又は営業損失（△） 211,286 81,798 △9,456 283,629 ― 283,629

    
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

1,537,103 1,822,431 56,258 3,415,793 ― 3,415,793

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,537,103 1,822,431 56,258 3,415,793 ― 3,415,793

営業費用 1,425,816 2,206,984 65,714 3,698,516 ― 3,698,516

営業利益又は営業損失（△） 111,286 △384,552 △9,456 △282,722 ― △282,722
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＜訂正前＞ 

 
(注) １株当たり第３四半期（当期）純利益(純損失)金額及び潜在株式調整後１株当たり第３四半期（当期）純利益

金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

(１株当たり情報)

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

１株当たり 
純資産額

212,504円89銭
１株当たり
純資産額

△110,009円76銭
１株当たり
純資産額

219,398円78銭

１株当たり 
第３四半期純利益 
金額

5,674円64銭
１株当たり
第３四半期純損失
金額

325,915円50銭
 

１株当たり
当期純利益金額

11,763円74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

なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

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

10,009円67銭

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)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度

(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

１株当たり第３四半期（当期）純利益
金額

 第３四半期（当期）純利益（△純損
失）（千円）

32,271 △1,976,351 73,667

 普通株主に帰属しない金額
 （千円）

― ― 6,000

 （うち利益処分による役員賞与金） （―） （―） （6,000）

 普通株式に係る第３四半期（当期） 
 純利益（△純損失）（千円）

32,271 △1,976,351 67,667

 普通株式の期中平均株式数（株） 5,687 6,064 5,752

潜在株式調整後１株当たり第３四半期
（当期）純利益金額

第３四半期（当期）純利益調整額（千
円）

― ― ―

普通株式増加数（株） 1,004 120 1,008

 （うち新株予約権） （635） （120） （570）

 （うち転換社債） （369） （―） （438）

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり第３四半期(当期)純
利益の算定に含めなかった潜在株式の
概要

―

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債
（額面総額 550 百万
円）、第１回新株予約
権（新株予約権の数
200個）、第３回新株
予約権（新株予約権の
数292個）及び第４回
新株予約権（新株予約
権の数1,274個）並び
に第５回新株予約権
（新株予約権の数86
個）。

―
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＜訂正後＞ 

 
(注) １株当たり四半期（当期）純利益(純損失)金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

以上 

前第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)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度
(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

１株当たり 
純資産額

105,737円91銭
１株当たり
純資産額

△129,412円26銭
１株当たり
純資産額

107,622円17銭

１株当たり 
四半期純損失金額

106,198円83銭
１株当たり
四半期純損失金額

235,524円84銭
１株当たり
当期純損失金額

102,991円90銭

なお、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

損失のため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式は存

在するものの１株当たり当期純損失

のため記載しておりません。

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)

当第３四半期連結会計期間

(自 平成18年５月１日
至 平成19年１月31日)

前連結会計年度

(自 平成17年５月１日
至 平成18年４月30日)

１株当たり四半期（当期）純利益金額

 四半期（当期）純利益（△純損失） 
 （千円）

△603,952 △1,428,222 △592,409

 普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 6,000

 （うち利益処分による役員賞与金） （―） （―） （6,000）

 普通株式に係る四半期（当期） 
 純利益（△純損失）（千円）

△603,952 △1,428,222 △598,409

 普通株式の期中平均株式数（株） 5,687 6,064 5,752

潜在株式調整後１株当たり四半期 
（当期）純利益金額

四半期（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

普通株式増加数（株） 1,004 120 1,008

 （うち新株予約権） （635） （120） （570）

 （うち転換社債） （369） （―） （438）

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり四半期(当期)純利益
の算定に含めなかった潜在株式の概要

―

第１回無担保転換社債
型新株予約権付社債
（額面総額 550 百万
円）、第１回新株予約
権（新株予約権の数
200個）、第３回新株
予約権（新株予約権の
数292個）及び第４回
新株予約権（新株予約
権の数1,274個）並び
に第５回新株予約権
（新株予約権の数86
個）。

―
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