
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20年２月期第１四半期財務・業績の概況につきまして、売上高の修正等必要と認められる訂正を

行いましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

記 

  

1. 平成20年２月期第１四半期の連結業績（平成19年５月１日～平成19年７月31日） 

(百万円未満切捨て) 

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
＜訂正前＞ 

 
  

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

 
  

上場会社名 株式会社リンク・ワン

代表者名  代表取締役社長  長谷部 修

      （コード番号 ２４０３ 東証マザーズ）

問合せ先  取締役管理本部長 徳田 征司

電話番号  03（5909）4080（代表）

（訂正）「平成20年２月期 第１四半期財務・業績の概況」の一部訂正について

(1) 連結経営成績

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期第１四半期 448 △52.5 △129 ― △131 ― △126 ―
19年４月期第１四半期 943 27.4 11 ― △4 ― △17 ―

19年４月期 2,671 △33.6 △571 ― △647 ― △2,676 ―

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

20年２月期第１四半期 △7,137 03 ― ―
19年４月期第１四半期 △2,832 40 ― ―

19年４月期 △395,534 55 ― ―

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 ％

20年２月期第１四半期 448 △49.3 △129 ― △131 ― △126 ―
19年４月期第１四半期 883 53.6 △47 ― △62 ― △75 ―

19年４月期 2,611 △23.5 △625 ― △701 ― △2,010 ―

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

20年２月期第１四半期 △7,137 03 ― ―
19年４月期第１四半期 △12,555 75 ― ―

19年４月期 △297,104 40 ― ―
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

 
＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

20年２月期第１四半期 2,051 21 0.6 726 54

19年４月期第１四半期 3,692 1,300 35.0 212,679 12

19年４月期 2,521 147 5.5 7,863 57

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

20年２月期第１四半期 2,051 21 0.6 726 54

19年４月期第１四半期 3,414 575 16.6 93,395 51

19年４月期 2,521 147 5.5 7,863 57

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年２月期第１四半期 △197 △14 △137 1,199
19年４月期第１四半期 △18 △643 417 669

19年４月期 △810 △254 1,698 1,548

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年２月期第１四半期 △197 △14 △137 1,199
19年４月期第１四半期 △378 △283 417 669

19年４月期 △715 △349 1,698 1,548
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4. 平成20年２月期第１四半期の個別業績の概要（平成19年５月１日～平成19年７月31日） 

(百万円未満切捨て) 

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
＜訂正前＞ 

 
  

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

(1) 個別経営成績

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 ％

20年２月期第１四半期 448 △52.5 △129 ― △132 ― △127 ―
19年４月期第１四半期 943 30.6 11 ― 10 ― △2 ―

19年４月期 2,671 △31.5 △571 ― △623 ― △2,686 ―

１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭

20年２月期第１四半期 △7,206 27
19年４月期第１四半期 △390 41

19年４月期 △397,059 19

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 ％

20年２月期第１四半期 448 △49.3 △129 ― △132 ― △127 ―
19年４月期第１四半期 883 58.4 △46 ― △48 ― △61 ―

19年４月期 2,611 △20.7 △626 ― △678 ― △2,020 ―

１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭

20年２月期第１四半期 △7,206 27
19年４月期第１四半期 △10,113 80

19年４月期 △298,629 04

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年２月期第１四半期 2,082 54 2.6 3,101 84

19年４月期第１四半期 3,747 1,357 36.3 223,482 58

19年４月期 2,553 182 7.1 10,308 11

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

20年２月期第１四半期 2,082 54 2.6 3,101 84

19年４月期第１四半期 3,469 633 18.2 104,198 58

19年４月期 2,553 182 7.1 10,308 11
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＜訂正前＞ 

３ 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末
前連結会計年度末 

要約連結貸借対照表

(平成18年７月31日) (平成19年７月31日) (平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※５ 769,339 1,299,342 1,648,801

 ２ 受取手形及び売掛金 234,525 84,456 126,866

 ３ たな卸資産 22,369 9,357 9,440

 ４ 繰延税金資産 42,890 ― ―

 ５ 短期貸付金 360,000 ― ―

 ６ その他 229,297 171,778 173,592

 ７ 貸倒引当金 △3,663 △11,478 △16,491

   流動資産合計 1,654,759 44.8 1,553,456 75.7 1,942,209 77.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 776,269 135,255 169,540

  (2) 建設仮勘定 132,000 ― ―

  (3) その他 125,503 22,137 27,872

   有形固定資産合計 1,033,773 28.0 157,392 7.7 197,413 7.8

 ２ 無形固定資産

  (1) 営業権 52,227 ― ―

  (2) 連結調整勘定 6,745 ― ―

  (3) のれん ― 13,467 15,050

  (4) その他 70,581 8,225 9,375

   無形固定資産合計 129,554 3.5 21,692 1.1 24,425 1.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 118,309 83,025 81,868

  (2) 長期前払費用 162,357 10,988 14,015

  (3) 敷金・保証金 357,018 217,343 254,791

  (4) 繰延税金資産 68,016 ― ―

  (5) その他 173,120 105,966 107,112

  (6) 貸倒引当金 △4,264 △98,317 △100,593

   投資その他の資産 

   合計
874,557 23.7 319,005 15.5 357,194 14.2

   固定資産合計 2,037,885 55.2 498,089 24.3 579,033 23.0

   資産合計 3,692,644 100.0 2,051,545 100.0 2,521,243 100.0
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＜訂正後＞ 

前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末
前連結会計年度末 

要約連結貸借対照表

(平成18年７月31日) (平成19年７月31日) (平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※５ 769,339 1,299,342 1,648,801

 ２ 受取手形及び売掛金 234,525 84,456 126,866

 ３ たな卸資産 22,369 9,357 9,440

 ４ 繰延税金資産 ― ― ―

 ５ 短期貸付金 ― ― ―

 ６ 仮払金 527,497 ― ―

 ７ その他 156,795 171,778 173,592

 ８ 貸倒引当金 △3,663 △11,478 △16,491

   流動資産合計 1,706,863 50.0 1,553,456 75.7 1,942,209 77.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 679,413 135,255 169,540

  (2) 建設仮勘定 17,000 ― ―

  (3) その他 125,503 22,137 27,872

   有形固定資産合計 821,917 24.1 157,392 7.7 197,413 7.8

 ２ 無形固定資産

  (1) 営業権 52,227 ― ―

  (2) 連結調整勘定 6,745 ― ―

  (3) のれん ― 13,467 15,050

  (4) その他 70,581 8,225 9,375

   無形固定資産合計 129,554 3.8 21,692 1.1 24,425 1.0

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 118,309 83,025 81,868

  (2) 長期前払費用 162,357 10,988 14,015

  (3) 敷金・保証金 307,018 217,343 254,791

  (4) 繰延税金資産 ― ― ―

  (5) その他 173,120 105,966 107,112

  (6) 貸倒引当金 △4,264 △98,317 △100,593

   投資その他の資産 

   合計
756,541 22.1 319,005 15.5 357,194 14.2

   固定資産合計 1,708,013 50.0 498,089 24.3 579,033 23.0

   資産合計 3,414,876 100.0 2,051,545 100.0 2,521,243 100.0
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＜訂正前＞ 

前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末
前連結会計年度末 

要約連結貸借対照表

(平成18年７月31日) (平成19年７月31日) (平成19年４月30日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 68,592 41,533 92,267

 ２ 短期借入金 ― 100,000 100,000

 ３ 一年以内償還予定社債 33,400 33,400 33,400

 ４ 一年内返済予定長期 

   借入金
457,222 458,392 462,292

 ５ 未払金 231,154 133,284 215,943

 ６ 未払費用 33,476 24,656 49,628

 ７ 未払法人税等 7,163 960 13,872

 ８ その他 75,443 154,003 191,601

   流動負債合計 906,452 24.6 946,229 46.1 1,159,004 46.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 616,600 583,200 599,900

 ２ 長期借入金 824,996 449,804 565,152

 ３ その他 44,050 51,158 49,908

   固定負債合計 1,485,646 40.2 1,084,162 52.9 1,214,960 48.2

   負債合計 2,392,098 64.8 2,030,391 99.0 2,373,964 94.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ※３ 606,626 16.4 1,361,076 66.3 1,361,076 54.0

 ２ 資本剰余金 504,626 13.7 1,259,076 61.4 1,259,076 50.0

 ３ 利益剰余金 180,985 4.9 △2,607,308 △127.1 △2,481,132 △98.5

   株主資本合計 1,292,238 35.0 12,844 0.6 139,020 5.5

Ⅱ 少数株主持分 8,306 0.2 8,309 0.4 8,258 0.3

   純資産合計 1,300,545 35.2 21,154 1.0 147,278 5.8

   負債純資産合計 3,692,644 100.0 2,051,545 100.0 2,521,243 100.0
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＜訂正後＞ 

前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末
前連結会計年度末 

要約連結貸借対照表

(平成18年７月31日) (平成19年７月31日) (平成19年４月30日)

区分
注記

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 68,592 41,533 92,267

 ２ 短期借入金 ― 100,000 100,000

 ３ 一年以内償還予定社債 33,400 33,400 33,400

 ４ 一年内返済予定長期 

   借入金
457,222 458,392 462,292

 ５ 未払金 231,154 133,284 215,943

 ６ 未払費用 33,476 24,656 49,628

 ７ 未払法人税等 7,163 960 13,872

 ８ 前受金 516,265 ─ ─

 ９ その他 6,178 154,003 191,601

   流動負債合計 1,353,452 39.6 946,229 46.1 1,159,004 46.0

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 616,600 583,200 599,900

 ２ 長期借入金 824,996 449,804 565,152

 ３ その他 44,050 51,158 49,908

   固定負債合計 1,485,646 43.5 1,084,162 52.9 1,214,960 48.2

   負債合計 2,839,098 83.1 2,030,391 99.0 2,373,964 94.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 ※３ 606,626 17.7 1,361,076 66.3 1,361,076 54.0

 ２ 資本剰余金 504,626 14.8 1,259,076 61.4 1,259,076 50.0

 ３ 利益剰余金 △543,781 △15.9 △2,607,308 △127.1 △2,481,132 △98.5

   株主資本合計 567,471 16.6 12,844 0.6 139,020 5.5

Ⅱ 少数株主持分 8,306 0.3 8,309 0.4 8,258 0.3

   純資産合計 575,778 16.9 21,154 1.0 147,278 5.8

   負債純資産合計 3,414,876 100.0 2,051,545 100.0 2,521,243 100.0
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＜訂正前＞ 

(2) 四半期連結損益計算書

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間
前連結会計年度 

要約連結損益計算書

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日)

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年７月31日)

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 943,269 100.0 448,241 100.0 2,671,671 100.0

Ⅱ 売上原価 810,371 85.9 479,268 106.9 2,786,104 104.3

   売上総利益 

      (△売上総損失)
132,897 14.1 △31,026 △6.9 △114,433 △4.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 121,394 12.9 98,487 22.0 456,702 17.1

   営業利益(△営業損失) 11,503 1.2 △129,514 △28.9 △571,135 △21.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び 

   受取配当金
4,474 1,512 9,124

 ２ 持分法による投資利益 ― 1,156 ―

 ３ その他 404 4,879 0.6 528 3,197 0.7 2,748 11,872 0.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,184 4,502 18,231

 ２ 社債発行費 1,909 ― 1,909

 ３ 持分法による投資損失 14,084 ― 24,068

 ４ その他 342 20,520 2.2 291 4,793 1.0 43,652 87,861 3.2

   経常利益 

      (△経常損失）
△4,138 △0.4 △131,110 △29.2 △647,124 △24.2

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入 1,404 1,404 0.1 7,288 7,288 1.6 ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ 4,668 ― 1,236,944

 ２ 賃貸契約解約損 5,683 ― ―

 ３ 店舗撤退損失 ― 2,301 ―

 ４ その他 ― 10,352 1.1 ― 2,301 0.5 669,452 1,906,397 71.4

   税金等調整前 

   四半期(当期)純利益 

      (△純損失)

△13,085 △1.4 △126,123 △28.1 △2,553,522 △95.6

   法人税、住民税 

   及び事業税
4.035 ― 12,226

   法人税等調整額 4 4.039 0.4 ― ― ― 110,911 123,137 4.6

   少数株主利益 

      (△損失)
△29 0.0 51 0.0 △78 0.0

   四半期(当期)純利益 

      (△純損失)
△17,096 △1.8 △126,175 △28.1 △2,676,582 △100.2
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＜訂正後＞ 

 
  

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間
前連結会計年度 

要約連結損益計算書

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日)

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年７月31日)

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

区分
注記

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 883,269 100.0 448,241 100.0 2,611,671 100.0

Ⅱ 売上原価 809,062 91.6 479,268 106.9 2,781,437 106.5

   売上総利益 

      (△売上総損失)
74,207 8.4 △31,026 △6.9 △169,766 △6.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 121,394 13.7 98,487 22.0 456,225 17.5

   営業利益(△営業損失) △47,187 △5.3 △129,514 △28.9 △625,992 △24.0

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息及び 

   受取配当金
4,474 1,512 9,124

 ２ 持分法による投資利益 ― 1,156 ―

 ３ その他 404 4,879 0.5 528 3,197 0.7 2,748 11,872 0.5

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 4,184 4,502 18,231

 ２ 社債発行費 1,909 ― 1,909

 ３ 持分法による投資損失 14,084 ― 24,068

 ４ その他 342 20,520 2.3 291 4,793 1.0 43,652 87,861 3.4

   経常利益 

      (△経常損失）
△62,828 △7.1 △131,110 △29.2 △701,981 △26.9

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入 1,404 1,404 0.2 7,288 7,288 1.6 ― ―

Ⅶ 特別損失

 １ 減損損失 ※２ 4,668 ― 1,073,446

 ２ 賃貸契約解約損 5,683 ― ―

 ３ 店舗撤退損失 ― 2,301 ―

 ４ その他 ― 10,352 1.2 ― 2,301 0.5 222,929 1,296,375 49.6

   税金等調整前 

   四半期(当期)純利益 

      (△純損失)

△71,776 △8.1 △126,123 △28.1 △1,998,357 △76.5

   法人税、住民税 

   及び事業税
4.035 ― 12,226

   法人税等調整額 4 4.039 0.5 ― ― ― ― 12,226 0.5

   少数株主利益 

      (△損失)
△29 0.0 51 0.0 △78 0.0

   四半期(当期)純利益 

      (△純損失)
△75,786 △8.6 △126,175 △28.1 △2,010,505 △77.0
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前第１四半期連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日) 

＜訂正前＞ 

(単位：千円)

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

(3) 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 589,076 487,076 231,244 1,307,397 22,956 1,330,354

第１四半期連結会計期間中の 
変動額

 新株の発行 17,550 17,550 ― 35,100 ― 35,100

 剰余金の配当 ― ― △29,795 △29,795 ― △29,795

 役員賞与 ― ― △6,000 △6,000 ― △6,000

 四半期純損失(△) ― ― △17,096 △17,096 ― △17,096

 連結子会社除外に伴う 
 剰余金増加高

― ― 2,632 2,632 ― 2,632

 株主資本以外の項目の 
 第１四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額)

― ― ― ― △14,649 △14,649

第１四半期連結会計期間中の 
変動額合計

17,550 17,550 △50,258 △15,159 △14,649 △29,808

平成18年７月31日残高 606,626 504,626 180,985 1,292,238 8,306 1,300,545

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 589,076 487,076 △434,832 641,320 22,956 664,277

第１四半期連結会計期間中の 
変動額

 新株の発行 17,550 17,550 ― 35,100 ― 35,100

 剰余金の配当 ― ― △29,795 △29,795 ― △29,795

 役員賞与 ― ― △6,000 △6,000 ― △6,000

 四半期純損失(△) ― ― △75,786 △75,786 ― △75,786

 連結子会社除外に伴う 
 剰余金増加高

― ― 2,632 2,632 ― 2,632

 株主資本以外の項目の 
 第１四半期連結会計期間中の 
 変動額(純額)

― ― ― ― △14,649 △14,649

第１四半期連結会計期間中の 
変動額合計

17,550 17,550 △108,949 △73,849 △14,649 △88,499

平成18年７月31日残高 606,626 504,626 △543,781 567,471 8,306 575,778
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前連結会計年度(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

＜訂正前＞ 

(単位：千円)

 
  

＜訂正後＞ 

 
  

株主資本

少数株主持分 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年４月30日残高 589,076 487,076 231,244 1,307,397 22,956 1,330,354

連結会計年度中の変動額

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

 剰余金の配当 ― ― △29,795 △29,795 ― △29,795

 役員賞与 ― ― △6,000 △6,000 ― △6,000

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

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の 
 変動額(純額)

― ― ― ― △14,698 △14,698

連結会計年度中の変動額合計 772,000 772,000 △2,712,377 △1,168,377 △14,698 △1,183,075

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

株主資本

少数株主持分 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年４月30日残高 589,076 487,076 △434,832 641,320 22,956 664,277

連結会計年度中の変動額

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

 剰余金の配当 ― ― △29,795 △29,795 ― △29,795

 役員賞与 ― ― △6,000 △6,000 ― △6,000

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

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の 
 変動額(純額)

― ― ― ― △14,698 △14,698

連結会計年度中の変動額合計 772,000 772,000 △2,046,300 △502,300 △14,698 △516,998

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

(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日)

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年７月31日)

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期(当期) 

      純利益（△純損失）
△13,085 △126,123 △2,553,522

   減価償却費 68,683 9,521 189,123

   貸倒引当金の増加額（△減少） △1,404 △7,288 107,752

   受取利息及び受取配当金 △4,474 △1,512 △9,124

   支払利息 4,184 4,502 18,231

   持分法による投資利益 ― △1,156 ―

   持分法による投資損失 14,084 ― 24,068

   固定資産除却損 ― ― 78,839

   減損損失 4,668 ― 1,236,944

   賃貸契約解約損 5,683 ― ―

   店舗撤退損失 ― 2,301 ―

   売上債権の減少額（△増加） 40,281 43,555 89,344

   たな卸資産の減少額（△増加） 44,166 82 59,977

   前払費用の減少額（△増加） △17,231 △1,005 △4,279

   仕入債務の増加額（△減少） 4,047 △49,762 26,633

   未払金の増加額（△減少） 41,934 △24,590 △27,047

   未払費用の増加額（△減少） △54,607 △24,894 △38,507

   未払消費税等の増加額（△減少） △31,721 ― △31,721

   前受金の増加額（△減少） 14,286 △2,518 77,406

   役員賞与の支払額 ― ― △6,000

   その他 △7,824 1,194 91,463

    小計 111,671 △177,695 △670,417

   利息及び配当金の受取額 4,474 1,512 9,124

   利息の支払額 △5,105 △4,513 △18,283

   法人税等の支払額 △129,476 △16,512 △130,957

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
△18,435 △197,210 △810,533

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

   定期預金の預け入れによる支出 ― ― △320,000

   定期預金の払戻による収入 ― ― 320,000

   有形固定資産の取得による支出 △76,472 △62,835 △227,012

   有形固定資産の売却による収入 ― 77,409 ―

   無形固定資産の取得による支出 △38,440 ― △87,577

   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)

△57,110 ― △59,742

   貸付による支出 △481,345 △8,000 △521,345

   貸付金の回収による収入 ― 9,431 608,345

   長期前払費用の取得による支出 ― ― △8,900

   敷金・保証金への支出 △457 △843 △34,501

   敷金・保証金の解約による収入 ― 5,181 88,787

   リース解約による支出 ― △34,794 ―

   その他 9,963 ― △12,827

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△643,862 △14,451 △254,774
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前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日)

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年７月31日)

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額(△減少） △100,000 ― ―

   長期借入れによる収入 500,000 ― 600,000

   長期借入金の返済による支出 △101,792 △119,248 △456,566

   株式の発行による収入 35,100 ― 1,503,007

   社債の発行による収入 98,090 ― 98,090

   社債の返済による支出 ― △16,700 △16,700

   配当金の支払額 △14,343 △225 △28,875

   その他 ― △1,625 ―

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
417,055 △137,798 1,698,956

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 193 ― 766

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

  (△減少)
△245,048 △349,459 634,414

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

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末 

  (期末)残高
※１ 669,339 1,199,342 1,548,801
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＜訂正後＞ 

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日)

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年７月31日)

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 

  キャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期(当期) 

      純利益（△純損失）
△71,776 △126,123 △1,998,357

   減価償却費 67,374 9,521 184,456

   貸倒引当金の増加額（△減少） △1,404 △7,288 107,752

   受取利息及び受取配当金 △4,474 △1,512 △9,124

   支払利息 4,184 4,502 18,231

   持分法による投資利益 ― △1,156 ―

   持分法による投資損失 14,084 ― 24,068

   固定資産除却損 ― ― 78,839

   減損損失 4,668 ― 1,073,446

   賃貸契約解約損 5,683 ― ―

   店舗撤退損失 ― 2,301 ―

   売上債権の減少額（△増加） 40,281 43,555 89,344

   たな卸資産の減少額（△増加） 44,166 82 59,977

   前払費用の減少額（△増加） △17,231 △1,005 △4,279

   仕入債務の増加額（△減少） 4,047 △49,762 26,633

   未払金の増加額（△減少） 41,934 △24,590 △27,047

   未払費用の増加額（△減少） △54,607 △24,894 △38,507

   未払消費税等の増加額（△減少） △34,721 ― △12,371

   前受金の増加額（△減少） 77,286 △2,518 △328,943

   役員賞与の支払額 ― ― △6,000

   その他 △367,824 1,194 186,463

    小計 △248,328 △177,695 △575,417

   利息及び配当金の受取額 4,474 1,512 9,124

   利息の支払額 △5,105 △4,513 △18,283

   法人税等の支払額 △129,476 △16,512 △130,957

   営業活動による 

   キャッシュ・フロー
△378,435 △197,210 △715,533

Ⅱ 投資活動による 

  キャッシュ・フロー

   定期預金の預け入れによる支出 ― ― △320,000

   定期預金の払戻による収入 ― ― 320,000

   有形固定資産の取得による支出 △76,472 △62,835 △272,012

   有形固定資産の売却による収入 ― 77,409 ―

   無形固定資産の取得による支出 △38,440 ― △87,577

   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)

△57,110 ― △59,742

   貸付による支出 △121,345 △8,000 △521,345

   貸付金の回収による収入 ― 9,431 608,345

   長期前払費用の取得による支出 ― ― △8,900

   敷金・保証金への支出 △457 △843 △34,501

   敷金・保証金の解約による収入 ― 5,181 38,787

   リース解約による支出 ― △34,794 ―

   その他 9,963 ― △12,827

   投資活動による 

   キャッシュ・フロー
△283,862 △14,451 △349,774
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前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間 前連結会計年度

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日)

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年７月31日)

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅲ 財務活動による 

  キャッシュ・フロー

   短期借入金の純増加額(△減少） △100,000 ― ―

   長期借入れによる収入 500,000 ― 600,000

   長期借入金の返済による支出 △101,792 △119,248 △456,566

   株式の発行による収入 35,100 ― 1,503,007

   社債の発行による収入 98,090 ― 98,090

   社債の返済による支出 ― △16,700 △16,700

   配当金の支払額 △14,343 △225 △28,875

   その他 ― △1,625 ―

   財務活動による 

   キャッシュ・フロー
417,055 △137,798 1,698,956

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 193 ― 766

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

  (△減少)
△245,048 △349,459 634,414

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

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末 

  (期末)残高
※１ 669,339 1,199,342 1,548,801
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＜訂正前＞ 

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１四半期連結会計期間 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年７月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

   ――――――――――  当社グループは、前連結会計年度

に571百万円、当第１四半期連結会計

期間に129百万円と継続的に営業損失

を計上するとともに、前連結会計年

度に810百万円、当第１四半期連結会

計期間に197百万円とマイナスの営業

キャッシュフローを計上した結果、

資本の欠損が生じております。これ

により、当社グループには継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在し

ております。 

  

 当社グループは、当該状況を解消

すべく、平成19年４月９日に第三者

割当増資を実行し、財務体質の強化

を図りました。また、経営体質の改

善を図るため「新中期経営計画」等

を策定し実現に向けて努力しており

ます。「新中期経営計画」におきま

しては、当社グループは、「人材関

連サービスを中心とした外食支援企

業」を目指すことを標榜し、業績改

善に向けた事業の再構築を積極的に

推進しております。 

  

 また、「新中期経営計画」の達成

に向けて、当社グループは親会社と

なったTRNコーポレーション株式会社

との間での業務提携についても積極

的に推進しております。同社グルー

プとの間における主たる業務提携の

内容は、下記の通りです。 

  

①飲食店向け人材関連事業の拡大に

向けた協業 

 TRNグループは、業務委託型店舗を

はじめとして400店舗を超える飲食店

を管理するとともに、多数の飲食店

の出退店情報を保有しております。

当社グループでは、TRNグループの顧

客構造や出退店情報を活用すること

により、プロ店長派遣・教育コンサ

ルティング・人材紹介などの人材関

連サービスの事業拡大を目指してま

いります。また、プロ店長の士気高

揚のため、TRNグループの業務委託型

店舗を利用した独立支援店舗導入の

検討を進めております。 

 

 当社グループは、当連結会計年度

において、571,135千円の営業損失、

2,676,582千円の当期純損失を計上し

た結果、資本の欠損が生じておりま

す。これにより、当社グループには

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。当社グループ

は、当該状況を解消すべく、平成19

年４月９日に第三者割当増資を実行

し、財務体質の強化を図りました。

また、経営体質の改善を図るため

「新中期経営計画」等を策定し実現

に向けて努力しております。 

 従いまして、連結財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結

財務諸表には反映しておりません。
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年７月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

②直営店舗の撤退に向けた協業 

 当社グループが推進している事業

の再構築の一環として、フランチャ

イズ業態の旗艦店舗と、プロ店長の

研修店舗を除く直営店舗について

は、TRNグループを通じて売却を進め

ております。 

  

③フランチャイズ本部の機能補完に

関する協業 

 TRNグループは繁盛業態の開発・運

営および多店舗展開を行っており、

当社のフランチャイズ本部事業との

高いシナジーが見込めます。店舗開

発、商品開発などの機能の共有や、

繁盛業態の共同展開などにより、当

該事業における収益拡大を目指して

まいります。 

  

 従いまして、連結財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結

財務諸表には反映しておりません。 
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＜訂正後＞ 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年７月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

 当社グループは、当第１四半期連

結会計期間において、47,187千円の

営業損失、75,786千円の四半期純損

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。

 当社グループは、前連結会計年度

に625百万円、当第１四半期連結会

計期間に129百万円と継続的に営業

損失を計上するとともに、前連結会

計年度に715百万円、当第１四半期

連結会計期間に197百万円とマイナ

スの営業キャッシュフローを計上し

た結果、資本の欠損が生じておりま

す。これにより、当社グループには

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

  

 当社グループは、当該状況を解消

すべく、平成19年４月９日に第三者

割当増資を実行し、財務体質の強化

を図りました。また、経営体質の改

善を図るため「新中期経営計画」等

を策定し実現に向けて努力しており

ます。「新中期経営計画」におきま

しては、当社グループは、「人材関

連サービスを中心とした外食支援企

業」を目指すことを標榜し、業績改

善に向けた事業の再構築を積極的に

推進しております。 

  

 また、「新中期経営計画」の達成

に向けて、当社グループは親会社と

なったTRNコーポレーション株式会

社との間での業務提携についても積

極的に推進しております。同社グル

ープとの間における主たる業務提携

の内容は、下記の通りです。 

  

①飲食店向け人材関連事業の拡大に

向けた協業 

 TRNグループは、業務委託型店舗

をはじめとして400店舗を超える飲

食店を管理するとともに、多数の飲

食店の出退店情報を保有しておりま

す。当社グループでは、TRNグルー

プの顧客構造や出退店情報を活用す

ることにより、プロ店長派遣・教育

コンサルティング・人材紹介などの

人材関連サービスの事業拡大を目指

してまいります。また、プロ店長の

士気高揚のため、TRNグループの業

務委託型店舗を利用した独立支援店

舗導入の検討を進めております。 

 

 当社グループは、当連結会計年度

において、625,992千円の営業損失、

2,010,505千円の当期純損失を計上し

た結果、資本の欠損が生じておりま

す。これにより、当社グループには

継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。当社グループ

は、当該状況を解消すべく、平成19

年４月９日に第三者割当増資を実行

し、財務体質の強化を図りました。

また、経営体質の改善を図るため

「新中期経営計画」等を策定し実現

に向けて努力しております。 

 従いまして、連結財務諸表は継続

企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結

財務諸表には反映しておりません。
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前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年７月31日)

前連結会計年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

②直営店舗の撤退に向けた協業 

 当社グループが推進している事業

の再構築の一環として、フランチャ

イズ業態の旗艦店舗と、プロ店長の

研修店舗を除く直営店舗について

は、TRNグループを通じて売却を進め

ております。 

  

③フランチャイズ本部の機能補完に

関する協業 

 TRNグループは繁盛業態の開発・運

営および多店舗展開を行っており、

当社のフランチャイズ本部事業との

高いシナジーが見込めます。店舗開

発、商品開発などの機能の共有や、

繁盛業態の共同展開などにより、当

該事業における収益拡大を目指して

まいります。 

  

 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＞ 

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の変更

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当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1,292,238千円でありま

す。

（有形固定資産の減価償却の方法の

変更） 

 当社は、当四半期連結会計期間よ

り法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号））に伴

い、平成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当連結会計年度より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は139,020千円でありま

す。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

  

（企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

（連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当連結会計年度から「のれん」

として表示しております。 

 「新株発行費」は、当連結会計年

度から「株式交付費」として表示し

ております。 

  

（繰延資産の会計処理に関する当面

の扱い） 

 当連結会計年度から、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応報告第19号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。
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＜訂正後＞ 

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当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567,471千円でありま

す。

（有形固定資産の減価償却の方法の

変更） 

 当社は、当四半期連結会計期間よ

り法人税法の改正（（所得税法等の

一部を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号）及び（法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日 政令第83号））に伴

い、平成19年４月１日以降に取得し

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当連結会計年度より「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第５号 平成17

年12月９日）、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は139,020千円でありま

す。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

  

（企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」（企業会計審議会

平成15年10月31日）及び「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号）並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

（連結貸借対照表） 

 「連結調整勘定」及び「営業権」

は、当連結会計年度から「のれん」

として表示しております。 

 「新株発行費」は、当連結会計年

度から「株式交付費」として表示し

ております。 

  

（繰延資産の会計処理に関する当面

の扱い） 

 当連結会計年度から、「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会 平成18年８

月11日 実務対応報告第19号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。
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＜訂正前＞ 

 
  

(5) 注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

前第１四半期連結会計期間末 
(平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成19年７月31日)

前連結会計年度末 
(平成19年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は96,024千円であります。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は55,524千円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は125,917千円であります。

※２ 関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 45,629千円 

 

※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） 32,345千円

※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） 31,188千円

※３ 当社の発行済株式総数は普通

株式6,076株であります。 

 

※３ ―――――――――― ※３ ――――――――――

 ４ 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)店舗等賃貸借契約に対する保

証 

  ㈱Ｈｕｇｅ   495,427千円 

 (2)割賦債務及びリース債務に対

する保証 

  ㈱フーズ・ワン 52,500千円 

 

 ４ 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)店舗等賃貸借契約に対する保

証 

  ㈱Ｈｕｇｅ   26,540千円

 ４ 保証債務 

       同左

※５ 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。）

※５ 担保資産 

       同左

※５ 担保資産 

       同左
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＜訂正後＞ 

前第１四半期連結会計期間末 
(平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成19年７月31日)

前連結会計年度末 
(平成19年４月30日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は91,713千円であります。 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は55,524千円であります。

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額は110,470千円であります。

※２ 関連会社に対するものは、次

のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 45,629千円 

 

※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） 32,345千円

※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） 31,188千円

※３ 当社の発行済株式総数は普通

株式6,076株であります。 

 

※３ ―――――――――― ※３ ――――――――――

 ４ 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)店舗等賃貸借契約に対する保

証 

  ㈱Ｈｕｇｅ   495,427千円 

 (2)割賦債務及びリース債務に対

する保証 

  ㈱フーズ・ワン 52,500千円 

 

 ４ 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)店舗等賃貸借契約に対する保

証 

  ㈱Ｈｕｇｅ   26,540千円

 ４ 保証債務 

       同左

※５ 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。）

※５ 担保資産 

       同左

※５ 担保資産 

       同左
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＜訂正前＞ 

(四半期連結損益計算書関係)

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

 役員報酬     30,783千円 

 従業員給与    21,792 

 旅費交通費     3,430 

 地代家賃      4,359 

 減価償却費      269 

 報酬        9,154

※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。 

 役員報酬     15,620千円 

 従業員給与    14,868 

 旅費交通費     1,221 

 地代家賃      8,181 

 減価償却費      482 

 報酬        12,882 

 事業税等      3,600

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

 貸倒引当金繰入額  7,183千円 

 役員報酬      82,440 

 従業員給与     71,650 

 旅費交通費     19,243 

 地代家賃      33,616 

 減価償却費      2,891 

 報酬        78,026

 

※２ 減損損失 

 当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)

関西支社 支社 建物 3,035

風月佐野店 直営店舗
長期前払費

用
1,633

合計 4,668

 当社グループでは、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、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（4,668千円）
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。

※２ 減損損失 

   ――――――――――

 

※２ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産について減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

東京都 店舗
建物、リー

ス資産等
300,120

東京都 本社
建物、リー

ス資産等
24,824

大阪府 店舗
建物、リー

ス資産等
122,817

千葉県 店舗
建物、リー

ス資産等
25,827

埼玉県 店舗
建物、リー

ス資産等
85,828

栃木県 店舗
建物、リー

ス資産等
15,697

岐阜県 店舗
建物、工具

器具
14,455

福岡県 店舗
建物、工具

器具
23,695

静岡県 転貸資産 建物等 143,078

愛知県 転貸資産 建物等 212,509

㈱リンク・

ワン
遊休資産

長期前払費

用等
268,088

合計 1,236,944

 当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として、主

として店舗を基本単位としてグルー

ピングを行っており、遊休資産につ

いては当該資産単独でグルーピング

を行っております。 

 その結果、営業活動から生じる損

益が継続してマイナスである店舗等

について、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失

（1,236,944千円）として特別損失

に計上しております。
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前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

 減損損失の主な内訳は、建物

669,751千円、工具器具102,713千

円、建設仮勘定80,957千円、のれん

38,879千円、長期前払費用113,409

千円、リース資産104,308千円、ソ

フトウエア93,472千円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額は正

味売却価額または使用価値により算

定しており、正味売却額は売却事例

等を勘案した合理的見積もりにより

評価し、売却や他への転用が困難な

資産は０円としております。また使

用価値については将来キャッシュ・

フローを７％で割り引いて算定して

おります。
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＜訂正後＞ 

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

 役員報酬     30,783千円 

 従業員給与    21,792 

 旅費交通費     3,430 

 地代家賃      4,359 

 減価償却費      269 

 報酬        9,154

※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。 

 役員報酬     15,620千円 

 従業員給与    14,868 

 旅費交通費     1,221 

 地代家賃      8,181 

 減価償却費      482 

 報酬        12,882 

 事業税等      3,600

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次のとおり

であります。 

 貸倒引当金繰入額  7,183千円 

 役員報酬      82,440 

 従業員給与     71,650 

 旅費交通費     19,243 

 地代家賃      33,140 

 減価償却費      2,891 

 報酬        78,026

 

※２ 減損損失 

 当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)

関西支社 支社 建物 3,035

風月佐野店 直営店舗
長期前払費

用
1,633

合計 4,668

 当社グループでは、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、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（4,668千円）
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。

※２ 減損損失 

   ――――――――――

 

※２ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グ

ループは以下の資産について減損損

失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

東京都 店舗
建物、リー

ス資産等
257,338

東京都 本社
建物、リー

ス資産等
24,824

大阪府 店舗
建物、リー

ス資産等
105,008

千葉県 店舗
建物、リー

ス資産等
25,827

埼玉県 店舗
建物、リー

ス資産等
52,921

栃木県 店舗
建物、リー

ス資産等
15,697

岐阜県 店舗
建物、工具

器具
14,455

福岡県 店舗
建物、工具

器具
23,695

静岡県 転貸資産 建物等 143,078

愛知県 転貸資産 建物等 212,509

㈱リンク・

ワン
遊休資産

長期前払費

用等
198,088

合計 1,073,446

 当社グループは、キャッシュ・フ

ローを生み出す最小単位として、主

として店舗を基本単位としてグルー

ピングを行っており、遊休資産につ

いては当該資産単独でグルーピング

を行っております。 

 その結果、営業活動から生じる損

益が継続してマイナスである店舗等

について、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損損失

（1,073,446千円）として特別損失

に計上しております。
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前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

 減損損失の主な内訳は、建物

506,253千円、工具器具102,713千

円、建設仮勘定80,957千円、のれん

38,879千円、長期前払費用113,409

千円、リース資産104,308千円、ソ

フトウエア93,472千円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額は正

味売却価額または使用価値により算

定しており、正味売却額は売却事例

等を勘案した合理的見積もりにより

評価し、売却や他への転用が困難な

資産は０円としております。また使

用価値については将来キャッシュ・

フローを７％で割り引いて算定して

おります。
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前第１四半期連結会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７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 ・・・・・・・・保険代理店事業等 

  

＜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 ・・・・・・・・保険代理店事業等 

  

(6) 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)

売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

324,461 616,801 2,006 943,269 ― 943,269

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 324,461 616,801 2,006 943,269 ― 943,269

営業費用 316,427 615,205 133 931,766 ― 931,766

営業利益又は営業損失(△) 8,034 1,596 1,872 11,503 ― 11,503

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)

売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

324,461 556,801 2,006 883,269 ― 883,269

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 324,461 556,801 2,006 883,269 ― 883,269

営業費用 316,427 613,895 133 930,456 ― 930,456

営業利益又は営業損失(△) 8,034 △57,094 1,872 △47,187 ― △47,187
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前連結会計年度(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

＜訂正前＞ 

 
(注) １ 事業の区分は、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)

売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

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

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

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

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

営業利益又は営業損失(△) 14,713 △591,994 6,145 △571,135 ― △571,135

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)

売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

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

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

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

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

営業利益又は営業損失(△) 14,713 △646,851 6,145 △625,992 ― △625,992
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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 

 
  

(１株当たり情報)

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり 
純資産額

212,679円12銭
１株当たり
純資産額

726円54銭
１株当たり
純資産額

7,863円57銭

１株当たり 
第１四半期純損失

2,832円40銭
１株当たり
第１四半期純損失

7,137円03銭
１株当たり
当期純損失

395,534円55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。

同左 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、当期純損失のた

め記載しておりません。

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

１株当たり四半期(当期) 
純利益

 当期純利益（△純損失） 
 （千円）

△17,096 △126,175 △2,676,582

 普通株主に帰属しない金額
 （千円）

― ― ―

 （うち利益処分による役員
 賞与）

（―） （―） （―）

 普通株式に係る当期純利益
 （△純損失）（千円）

△17,096 △126,175 △2,676,582

 普通株式の期中平均 
  株式数(株)

6,036 17,679 6,767

潜在株式調整後１株当たり 
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） ― ― ―

 （うち新株予約権） （―） （―） （―）

 （うち転換社債） （―） （―） （―）

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要

― ― ―
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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 

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり 
純資産額

93,395円51銭
１株当たり
純資産額

726円54銭
１株当たり
純資産額

7,863円57銭

１株当たり 
四半期純損失

12,555円75銭
１株当たり
四半期純損失

7,137円03銭
１株当たり
当期純損失

297,104円40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。

同左 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、当期純損失のた

め記載しておりません。

前第１四半期連結会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日)

当第１四半期連結会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年７月31日)

前連結会計年度
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

１株当たり四半期(当期) 
純利益

 四半期(当期)純利益 
 （△純損失）（千円）

△75,786 △126,175 △2,010,505

 普通株主に帰属しない金額
 （千円）

― ― ―

 （うち利益処分による役員
 賞与）

（―） （―） （―）

 普通株式に係る四半期 
 (当期)純利益（△純損失） 
 （千円）

△75,786 △126,175 △2,010,505

 普通株式の期中平均 
  株式数(株)

6,036 17,679 6,767

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） ― ― ―

 （うち新株予約権） （―） （―） （―）

 （うち転換社債） （―） （―） （―）

希薄化効果を有しないため、
潜在株式調整後１株当たり四
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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＜訂正前＞ 

４ 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末
前事業年度末 

要約貸借対照表

(平成18年７月31日) (平成19年７月31日) (平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※３ 684,953 1,216,343 1,565,794

 ２ 売掛金 234,525 84,456 126,866

 ３ たな卸資産 22,369 9,357 9,440

 ４ 繰延税金資産 42,895 ― ―

 ５ 短期貸付金 360,000 16,568 18,000

 ６ その他 ※４ 230,169 155,200 155,569

 ７ 貸倒引当金 △3,674 △11,478 △16,491

   流動資産合計 1,571,238 41.9 1,470,448 70.6 1,859,179 72.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 776,269 135,255 169,540

  (2) 建設仮勘定 132,000 ― ―

  (3) その他 125,503 22,137 27,872

   有形固定資産合計 1,033,773 27.6 157,392 7.6 197,413 7.7

 ２ 無形固定資産

  (1) 営業権 52,227 ― ―

   （2）のれん ― 8,308 9,495

  (3) その他 70,581 8,225 9,375

   無形固定資産合計 122,808 3.3 16,533 0.8 18,870 0.7

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 72,680 50,680 50,680

  (2) 関係会社株式 190,420 151,920 151,920

  (3) 長期前払費用 162,357 10,988 14,015

  (4) 敷金・保証金 357,018 217,343 254,791

  (5) 繰延税金資産 68,016 ― ―

  (6) その他 173,120 105,966 107,112

  (7) 貸倒引当金 △4,264 △98,317 △100,593

   投資その他の資産 

   合計
1,019,347 27.2 438,579 21.0 477,925 18.8

   固定資産合計 2,175,929 58.1 612,506 29.4 694,209 27.2

   資産合計 3,747,168 100.0 2,082,954 100.0 2,553,389 100.0
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＜訂正後＞ 

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末
前事業年度末 

要約貸借対照表

(平成18年７月31日) (平成19年７月31日) (平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※３ 684,953 1,216,343 1,565,794

 ２ 売掛金 234,525 84,456 126,866

 ３ たな卸資産 22,369 9,357 9,440

 ４ 繰延税金資産 ─ ― ―

 ５ 短期貸付金 ─ 16,568 18,000

 ６ 仮払金 527,497 ─ ─

 ７ その他 ※４ 157,672 155,200 155,569

 ８ 貸倒引当金 △3,674 △11,478 △16,491

   流動資産合計 1,623,343 46.8 1,470,448 70.6 1,859,179 72.8

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物 679,413 135,255 169,540

  (2) 建設仮勘定 17,000 ― ―

  (3) その他 125,503 22,137 27,872

   有形固定資産合計 821,917 23.7 157,392 7.6 197,413 7.7

 ２ 無形固定資産

  (1) 営業権 52,227 ― ―

   （2）のれん ― 8,308 9,495

  (3) その他 70,581 8,225 9,375

   無形固定資産合計 122,808 3.5 16,533 0.8 18,870 0.7

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 72,680 50,680 50,680

  (2) 関係会社株式 190,420 151,920 151,920

  (3) 長期前払費用 162,357 10,988 14,015

  (4) 敷金・保証金 307,018 217,343 254,791

  (5) 繰延税金資産 ─ ― ―

  (6) その他 173,120 105,966 107,112

  (7) 貸倒引当金 △4,264 △98,317 △100,593

   投資その他の資産 

   合計
901,331 26.0 438,579 21.0 477,925 18.8

   固定資産合計 1,846,058 53.2 612,506 29.4 694,209 27.2

   資産合計 3,469,401 100.0 2,082,954 100.0 2,553,389 100.0
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＜訂正前＞ 

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末
前事業年度末 

要約貸借対照表

(平成18年７月31日) (平成19年７月31日) (平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 66,317 39,258 89,992

 ２ 短期借入金 ― 100,000 100,000

 ３ 一年以内償還予定社債 33,400 33,400 33,400

 ４ 一年以内返済予定長期  

   借入金
457,222 458,392 462,292

 ５ 未払金 231,156 133,284 215,943

 ６ 未払費用 33,476 24,656 49,628

 ７ 未払法人税等 7,163 960 13,872

 ８ 前受金 46,915 94,538 97,056

 ９ リース資産減損勘定 ― 47,779 86,105

 10 その他 ※４ 27,990 11,685 7,900

   流動負債合計 903,642 24.1 943,954 45.3 1,156,192 45.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 616,600 583,200 599,900

 ２ 長期借入金 824,996 449,804 565,152

 ３ その他 44,050 51,158 49,908

   固定負債合計 1,485,646 39.6 1,084,162 52.1 1,214,960 47.6

   負債合計 2,389,288 63.7 2,028,116 97.4 2,371,152 92.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 606,626 16.2 1,361,076 65.3 1,361,076 53.3

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 504,626 1,259,076 1,259,076

    資本剰余金合計 504,626 13.5 1,259,076 60.4 1,259,076 49.3

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 2,175 2,175 2,175

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 130,000 130,000 130,000

    繰越利益剰余金 114,452 △2,697,490 △2,570,090

    利益剰余金合計 246,627 6.6 △2,565,315 △123.1 △2,437,915 △95.5

   株主資本合計 1,357,880 36.3 54,837 2.6 182,237 7.1

   純資産合計 1,357,880 36.3 54,837 2.6 182,237 7.1

   負債純資産合計 3,747,168 100.0 2,082,954 100.0 2,553,389 100.0
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＜訂正後＞ 

前第１四半期会計期間末 当第１四半期会計期間末
前事業年度末 

要約貸借対照表

(平成18年７月31日) (平成19年７月31日) (平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)
金額(千円)

構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 66,317 39,258 89,992

 ２ 短期借入金 ― 100,000 100,000

 ３ 一年以内償還予定社債 33,400 33,400 33,400

 ４ 一年以内返済予定長期  

   借入金
457,222 458,392 462,292

 ５ 未払金 231,156 133,284 215,943

 ６ 未払費用 33,476 24,656 49,628

 ７ 未払法人税等 7,163 960 13,872

 ８ 前受金 516,265 94,538 97,056

 ９ リース資産減損勘定 ― 47,779 86,105

 10 その他 ※４ 5,640 11,685 7,900

   流動負債合計 1,350,642 39.0 943,954 45.3 1,156,192 45.3

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 616,600 583,200 599,900

 ２ 長期借入金 824,996 449,804 565,152

 ３ その他 44,050 51,158 49,908

   固定負債合計 1,485,646 42.8 1,084,162 52.1 1,214,960 47.6

   負債合計 2,836,288 81.8 2,028,116 97.4 2,371,152 92.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 606,626 17.5 1,361,076 65.3 1,361,076 53.3

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 504,626 1,259,076 1,259,076

    資本剰余金合計 504,626 14.5 1,259,076 60.4 1,259,076 49.3

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 2,175 2,175 2,175

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 130,000 130,000 130,000

    繰越利益剰余金 △610,315 △2,697,490 △2,570,090

    利益剰余金合計 △478,140
△

13.8
△2,565,315 △123.1 △2,437,915 △95.5

   株主資本合計 633,112 18.2 54,837 2.6 182,237 7.1

   純資産合計 633,112 18.2 54,837 2.6 182,237 7.1

   負債純資産合計 3,469,401 100.0 2,082,954 100.0 2,553,389 100.0
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＜訂正前＞ 

(2) 四半期損益計算書

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間
前事業年度 

要約損益計算書

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日)

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年７月31日)

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 943,269 100.0 448,241 100.0 2,671,671 100.0

Ⅱ 売上原価 810,371 85.9 479,268 106.9 2,786,104 104.3

   売上総利益 

      (△売上総損失)
132,897 14.1 △31,026 △6.9 △114,433 △4.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 120,985 12.8 98,085 21.9 457,360 17.1

   営業利益(△営業損失) 11,912 1.3 △129,112 △28.8 △571,794 △21.4

Ⅳ 営業外収益 ※１ 4,878 0.6 1,516 0.4 11,800 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 6,332 0.8 4,790 1.1 63,689 2.4

   経常利益(△経常損失) 10,457 1.1 △132,386 △29.5 △623,683 △23.4

Ⅵ 特別利益 ※５ 1,393 0.1 7,288 1.6 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※６ 10,352 1.1 2,301 0.5 1,940,440 72.6

   税引前四半期(当期) 

   純利益(△純損失)
1,498 0.1 △127,399 △28.4 △2,564,124 △96.0

   法人税、住民税 

   及び事業税
※４ 3,855 ― 11,863

   法人税等調整額 ※４ ― 3,855 0.4 ― ― ― 110,911 122,775 4.6

   四半期(当期) 

   純利益(△純損失)
△2,356 △0.3 △127,399 △28.4 △2,686,899 △100.6
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＜訂正後＞ 

 
  

前第１四半期会計期間 当第１四半期会計期間
前事業年度 

要約損益計算書

(自 平成18年５月１日 

 至 平成18年７月31日)

(自 平成19年５月１日 

 至 平成19年７月31日)

(自 平成18年５月１日 

 至 平成19年４月30日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 883,269 100.0 448,241 100.0 2,611,671 100.0

Ⅱ 売上原価 809,062 91.6 479,268 106.9 2,781,437 106.5

   売上総利益 

      (△売上総損失)
74,207 8.4 △31,026 △6.9 △169,766 △6.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 120,985 13.7 98,085 21.9 456,884 17.5

   営業利益(△営業損失) △46,778 △5.3 △129,112 △28.8 △626,651 △24.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 4,878 0.5 1,516 0.4 11,800 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 6,332 0.7 4,790 1.1 63,689 2.4

   経常利益(△経常損失) △48,232 △5.5 △132,386 △29.5 △678,540 △26.0

Ⅵ 特別利益 ※５ 1,393 0.2 7,288 1.6 ― ―

Ⅶ 特別損失 ※６ 10,352 1.2 2,301 0.5 1,330,418 50.9

   税引前四半期(当期) 

   純利益(△純損失)
△57,191 △6.5 △127,399 △28.4 △2,008,958 △76.9

   法人税、住民税 

   及び事業税
※４ 3,855 ― 11,863

   法人税等調整額 ※４ ― 3,855 0.4 ― ― ― ― 11,863 0.5

   四半期(当期) 

   純利益(△純損失)
△61,046 △6.9 △127,399 △28.4 △2,020,822 △77.4
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前第１四半期会計期間(自 平成18年５月１日 至 平成18年７月31日) 

＜訂正前＞ 

(単位：千円)

 
  

＜訂正後＞ 

(単位：千円)

(3) 四半期株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計
純資産合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成18年４月30日残高 589,076 487,076 2,175 80,000 202,603 284,778 1,360,931 1,360,931

第１四半期会計期間中の 

変動額

 新株の発行 17,550 17,550 ― ― ― ― 35,100 35,100

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

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

 四半期純損失 ― ― ― ― △2,356 △2,356 △2,356 △2,356

 別途積立金計上 ― ― ― 50,000 △50,000 ― ― ―

第１四半期会計期間中の 

変動額合計
17,550 17,550 ― 50,000 △88,151 △38,151 △3,051 △3,051

平成18年７月31日残高 606,626 504,626 2,175 130,000 114,452 246,627 1,357,880 1,357,880

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計
純資産合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成18年４月30日残高 589,076 487,076 2,175 80,000 △463,472 △381,298 694,854 694,854

第１四半期会計期間中の 

変動額

 新株の発行 17,550 17,550 ― ― ― ― 35,100 35,100

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

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

 四半期純損失 ― ― ― ― △61,046 △61,046 △61,046 △61,046

 別途積立金計上 ― ― ― 50,000 △50,000 ― ― ―

第１四半期会計期間中の 

変動額合計
17,550 17,550 ― 50,000 △146,841 △96,841 △61,741 △61,741

平成18年７月31日残高 606,626 504,626 2,175 130,000 △610,315 △478,140 633,112 633,112
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前事業年度(自 平成18年５月１日 至 平成19年４月30日) 

＜訂正前＞ 

(単位：千円)

 
  

＜訂正後＞ 

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計
純資産合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成18年４月30日残高 589,076 487,076 2,175 80,000 202,603 284,778 1,360,931 1,360,931

事業年度中の変動額

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

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

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

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

 別途積立金計上 ― ― ― 50,000 △50,000 ― ― ―

事業年度中の変動額合計 772,000 772,000 ― 50,000 △2,772,694 △2,722,694 △1,178,694 △1,178,694

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

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計
純資産合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成18年４月30日残高 589,076 487,076 2,175 80,000 △463,403 △381,298 694,854 694,854

事業年度中の変動額

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

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

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

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

 別途積立金計上 ― ― ― 50,000 △50,000 ― ― ―

事業年度中の変動額合計 772,000 772,000 ― 50,000 △2,106,617 △2,056,617 △512,617 △512,617

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

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１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年７月31日)

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

   ――――――――――  当社は、前事業年度に571百万円、

当第１四半期会計期間に129百万円と

継続的に営業損失を計上するととも

に、前事業年度、当第１四半期会計

期間ともにマイナスの営業キャッシ

ュフローを計上した結果、資本の欠

損が生じております。これにより、

当社には継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、

平成19年４月９日に第三者割当増資

を実行し、財務体質の強化を図りま

した。また、経営体質の改善を図る

ため「新中期経営計画」等を策定し

実現に向けて努力しております。

「新中期経営計画」におきまして

は、当社は、「人材関連サービスを

中心とした外食支援企業」を目指す

ことを標榜し、業績改善に向けた事

業の再構築を積極的に推進しており

ます。 

 また、「新中期経営計画」の達成

に向けて、当社は親会社となったTRN

コーポレーション株式会社との間で

の業務提携についても積極的に推進

しております。 

  

 同社との間における主たる業務提

携の内容は、下記の通りです。 

①飲食店向け人材関連事業の拡大に

向けた協業 

 TRNグループは、業務委託型店舗を

はじめとして400店舗を超える飲食店

を管理するとともに、多数の飲食店

の出退店情報を保有しております。

当社では、TRNグループの顧客構造や

出退店情報を活用することにより、

プロ店長派遣・教育コンサルティン

グ・人材紹介などの人材関連サービ

スの事業拡大を目指してまいりま

す。また、プロ店長の士気高揚のた

め、TRNグループの業務委託型店舗を

利用した独立支援店舗導入の検討を

進めております。

 当社は、当事業年度において、

571,794千円の営業損失、2,686,899

千円の当期純損失を計上した結果、

資本の欠損が生じております。これ

により、当社には継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しておりま

す。当社は、当該状況を解消すべ

く、平成19年４月９日に第三者割当

増資を実行し、財務体質の強化を図

りました。また、経営体質の改善を

図るため「新中期経営計画」等を策

定し実現に向けて努力しておりま

す。 

 従いまして、財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表

には反映しておりません。
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前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年７月31日)

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

②直営店舗の撤退に向けた協業 

 当社が推進している事業の再構築

の一環として、フランチャイズ業態

の旗艦店舗と、プロ店長の研修店舗

を除く直営店舗については、TRNグル

ープを通じて売却を進めておりま

す。 

 

③フランチャイズ本部の機能補完に

関する協業 

 TRNグループは繁盛業態の開発・運

営および多店舗展開を行っており、

当社のフランチャイズ本部事業との

高いシナジーが見込めます。店舗開

発、商品開発などの機能の共有や、

繁盛業態の共同展開などにより、当

該事業における収益拡大を目指して

まいります。従いまして、財務諸表

は継続企業を前提として作成されて

おり、このような重要な疑義の影響

を財務諸表には反映しておりませ

ん。 

 

- 41 -



＜訂正後＞ 

前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年７月31日)

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

 当社は、当第１四半期会計期間に

おいて、46,778千円の営業損失、

61,046千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

四半期財務諸表には反映しておりま

せん。

 当社は、前事業年度に626百万

円、当第１四半期会計期間に129百

万円と継続的に営業損失を計上する

とともに、前事業年度、当第１四半

期会計期間ともにマイナスの営業キ

ャッシュフローを計上した結果、資

本の欠損が生じております。これに

より、当社には継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しておりま

す。 

 当社は、当該状況を解消すべく、

平成19年４月９日に第三者割当増資

を実行し、財務体質の強化を図りま

した。また、経営体質の改善を図る

ため「新中期経営計画」等を策定し

実現に向けて努力しております。

「新中期経営計画」におきまして

は、当社は、「人材関連サービスを

中心とした外食支援企業」を目指す

ことを標榜し、業績改善に向けた事

業の再構築を積極的に推進しており

ます。 

 また、「新中期経営計画」の達成

に向けて、当社は親会社となった

TRNコーポレーション株式会社との

間での業務提携についても積極的に

推進しております。 

  

 同社との間における主たる業務提

携の内容は、下記の通りです。 

①飲食店向け人材関連事業の拡大に

向けた協業 

 TRNグループは、業務委託型店舗

をはじめとして400店舗を超える飲

食店を管理するとともに、多数の飲

食店の出退店情報を保有しておりま

す。当社では、TRNグループの顧客

構造や出退店情報を活用することに

より、プロ店長派遣・教育コンサル

ティング・人材紹介などの人材関連

サービスの事業拡大を目指してまい

ります。また、プロ店長の士気高揚

のため、TRNグループの業務委託型

店舗を利用した独立支援店舗導入の

検討を進めております。

 当社は、当事業年度において、

626,651千円の営業損失、2,020,822

千円の当期純損失を計上した結果、

資本の欠損が生じております。これ

により、当社には継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しておりま

す。当社は、当該状況を解消すべ

く、平成19年４月９日に第三者割当

増資を実行し、財務体質の強化を図

りました。また、経営体質の改善を

図るため「新中期経営計画」等を策

定し実現に向けて努力しておりま

す。 

 従いまして、財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表

には反映しておりません。
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前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日 
 至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日 
 至 平成19年７月31日)

前事業年度 
(自 平成18年５月１日 
 至 平成19年４月30日)

②直営店舗の撤退に向けた協業 

 当社が推進している事業の再構築

の一環として、フランチャイズ業態

の旗艦店舗と、プロ店長の研修店舗

を除く直営店舗については、TRNグル

ープを通じて売却を進めておりま

す。 

 

③フランチャイズ本部の機能補完に

関する協業 

 TRNグループは繁盛業態の開発・運

営および多店舗展開を行っており、

当社のフランチャイズ本部事業との

高いシナジーが見込めます。店舗開

発、商品開発などの機能の共有や、

繁盛業態の共同展開などにより、当

該事業における収益拡大を目指して

まいります。従いまして、四半期財

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

の影響を四半期財務諸表には反映し

ておりません。 
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＜訂正前＞ 

会計処理の変更

前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当第１四半期会計期間より「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。 

 これに伴って従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は1,357,880

千円であります。

（有形固定資産の減価償却の方法の

変更） 

 当第１四半期会計期間より法人税

法の改正（（所得税法等の一部を改

正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号））に伴い、平成

19年４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用して

おります。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は182,237千円でありま

す。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

  

（企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度から「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成

15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基準適

用指針第10号）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

（貸借対照表） 

 「営業権」は、当事業年度から

「のれん」として表示しておりま

す。 

  

 「新株発行費」は、当事業年度か

ら「株式交付費」として表示してお

ります。 

  

（繰延資産の会計処理に関する当面

の扱い） 

 当事業年度から、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応報告第19号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。
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＜訂正後＞ 

前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当第１四半期会計期間より「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。 

 これに伴って従来の「資本の部」

の合計に相当する金額は633,122千

円であります。

（有形固定資産の減価償却の方法の

変更） 

 当第１四半期会計期間より法人税

法の改正（（所得税法等の一部を改

正する法律 平成19年３月30日 法

律第６号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号））に伴い、平成

19年４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号 平成17年12

月９日）、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用

指針」（企業会計基準適用指針第８

号 平成17年12月９日）を適用して

おります。 

 従来の「資本の部」の合計に相当

する金額は182,237千円でありま

す。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借対照表

の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しており

ます。 

  

（企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度から「企業結合に係る

会計基準」（企業会計審議会 平成

15年10月31日）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準委員会

平成17年12月27日 企業会計基準適

用指針第10号）を適用しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

  

（貸借対照表） 

 「営業権」は、当事業年度から

「のれん」として表示しておりま

す。 

  

 「新株発行費」は、当事業年度か

ら「株式交付費」として表示してお

ります。 

  

（繰延資産の会計処理に関する当面

の扱い） 

 当事業年度から、「繰延資産の会

計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会 平成18年８月11

日 実務対応報告第19号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。
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＜訂正前＞ 

 
  

＜訂正後＞ 

(4) 注記事項

(四半期貸借対照表関係)

前第１四半期会計期間末
(平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間末
(平成19年７月31日)

前事業年度末 
(平成19年４月30日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

          96,024千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

          55,524千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

          125,917千円

 ２ 保証債務 

 下記取引先に対し債務保証を行っ

ております。 

(1) 店舗等賃貸借契約に対する 

  保証 

   ㈱Ｈｕｇｅ   495,427千円 

(2) 割賦債務及びリース債務に 

  対する保証 

   ㈱フーズ・ワン 52,500千円

 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) 店舗等賃貸借契約に対する 

   保証 

   ㈱Ｈｕｇｅ  26,540千円

 ２ 保証債務 

       同左

※３ 担保資産 

 担保に供している資産は次のとお

りであります。 

   現金及び預金  19,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であ

ります。）

※３ 担保資産 

       同左

※３ 担保資産 

       同左

※４ 消費税等の取り扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※４ 消費税等の取り扱い 

       同左

※４ 消費税等の取り扱い 

   ――――――――――

前第１四半期会計期間末
(平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間末
(平成19年７月31日)

前事業年度末 
(平成19年４月30日)

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

          91,713千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

          55,524千円

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

          110,470千円

 ２ 保証債務 

 下記取引先に対し債務保証を行っ

ております。 

(1) 店舗等賃貸借契約に対する 

  保証 

   ㈱Ｈｕｇｅ   495,427千円 

(2) 割賦債務及びリース債務に 

  対する保証 

   ㈱フーズ・ワン 52,500千円

 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) 店舗等賃貸借契約に対する 

   保証 

   ㈱Ｈｕｇｅ  26,540千円

 ２ 保証債務 

       同左

※３ 担保資産 

 担保に供している資産は次のとお

りであります。 

   現金及び預金  19,000千円 

（支払保証委託に伴う担保差入であ

ります。）

※３ 担保資産 

       同左

※３ 担保資産 

       同左

※４ 消費税等の取り扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費税等

は、相殺のうえ、流動資産の「その

他」に含めて表示しております。

※４ 消費税等の取り扱い 

       同左

※４ 消費税等の取り扱い 

   ――――――――――
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＜訂正前＞ 

(四半期損益計算書関係)

前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息      4,134千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息      1,172千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息       8,714千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息      4,184千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息      4,502千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息       18,231千円

 ３ 減価償却実施額 

 有形固定資産     30,693千円 

 無形固定資産     24,547千円

 ３ 減価償却実施額 

 有形固定資産     4,799千円 

 無形固定資産     4,721千円

 ３ 減価償却実施額 

 有形固定資産    101,617千円 

 無形固定資産     88,109千円

※４ 前第１四半期会計期間におけ

る税金費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用しているため、

法人税等調整額は、「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表示してお

ります。

※４ ―――――――――― ※４ ――――――――――

※５ 特別利益のうち主要なもの 

 貸倒引当金戻入益  1,393千円

※５ 特別利益のうち主要なもの 

 貸倒引当金戻入益  5,788千円

※５ 特別利益のうち主要なもの 

   ――――――――――

※６ 特別損失のうち主要なもの 

 減損損失      4,668千円 

 賃貸契約解約損   5,683千円

※６ 特別損失のうち主要なもの 

 店舗撤退損失      2,301千円

※６ 特別損失のうち主要なもの 

 減損損失     1,232,487千円 

 事業改革損      447,000千円 

  固定資産売却損        547千円 

 固定資産の除却   78,839千円 

  貸倒引当金繰入額 101,752千円 

 賃貸契約解約損    5,683千円 

  投資有価証券評価損 22,000千円 

  関係会社株式評価損 38,500千円 

  店舗売却損     13,629千円 
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前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

 

※７ 減損損失 

 当四半期会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を計

上しております。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

関西支社 支社 建物 3,035

風月佐野店 直営店舗
長期前払費

用
1,633

合計 4,668

 当社では、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、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（4,668千円）
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。

※７ 減損損失 

   ――――――――――

 

※７ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下

の資産について減損損失を計上して

おります。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

東京都 店舗
建物、リー

ス資産等
300,120

東京都 本社
建物、リー

ス資産等
24,824

大阪府 店舗
建物、リー

ス資産等
122,817

千葉県 店舗
建物、リー

ス資産等
25,827

埼玉県 店舗
建物、リー

ス資産等
85,828

栃木県 店舗
建物、リー

ス資産等
15,697

岐阜県 店舗
建物、工具

器具
14,455

福岡県 店舗
建物、工具

器具
23,695

静岡県 転貸資産 建物等 143,078

愛知県 転貸資産 建物等 212,509

㈱リンク・

ワン
遊休資産

長期前払費

用等
263,631

合計 1,232,487

当社は、キャッシュ・フローを生
み出す最小単位として、主として店
舗を基本単位としてグルーピングを
行っており、遊休資産については当
該資産単独でグルーピングを行って
おります。 
 その結果、営業活動から生じる損
益が継続してマイナスである店舗等
について、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失
（1,232,487千円）として特別損失
に計上しております。 
 減損損失の主な内訳は、建物
669,751千円、工具器具102,713千
円、建設仮勘定80,957千円、のれん
34,422千円、長期前払費用113,409
千円、リース資産104,308千円、ソ
フトウエア93,472千円であります。 
 なお、当資産の回収可能価額は正
味売却価額または使用価値により算
定しており、正味売却額は売却事例
等を勘案した合理的見積もりにより
評価し、売却や他への転用が困難な
資産は０円としております。また使
用価値については将来キャッシュ・
フローを７％で割り引いて算定して
おります。
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＜訂正後＞ 

前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息      4,134千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息      1,172千円

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

 受取利息       8,714千円 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息      4,184千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息      4,502千円

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

 支払利息       18,231千円

 ３ 減価償却実施額 

 有形固定資産     29,383千円 

 無形固定資産     24,547千円

 ３ 減価償却実施額 

 有形固定資産     4,799千円 

 無形固定資産     4,721千円

 ３ 減価償却実施額 

 有形固定資産    101,617千円 

 無形固定資産     88,109千円

※４ 前第１四半期会計期間におけ

る税金費用については、簡便法によ

る税効果会計を適用しているため、

法人税等調整額は、「法人税、住民

税及び事業税」に含めて表示してお

ります。

※４ ―――――――――― ※４ ――――――――――

※５ 特別利益のうち主要なもの 

 貸倒引当金戻入益  1,393千円

※５ 特別利益のうち主要なもの 

 貸倒引当金戻入益  5,788千円

※５ 特別利益のうち主要なもの 

   ――――――――――

※６ 特別損失のうち主要なもの 

 減損損失      4,668千円 

 賃貸契約解約損   5,683千円

※６ 特別損失のうち主要なもの 

 店舗撤退損失      2,301千円

※６ 特別損失のうち主要なもの 

 減損損失     1,068,989千円 

 固定資産売却損        547千円 

 固定資産の除却   78,839千円 

  貸倒引当金繰入額 101,752千円 

 賃貸契約解約損    5,683千円 

  投資有価証券評価損 22,000千円 

  関係会社株式評価損 38,500千円 

  店舗売却損     13,629千円 
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前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

 

※７ 減損損失 

 当四半期会計期間において、当社

は以下の資産について減損損失を計

上しております。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

関西支社 支社 建物 3,035

風月佐野店 直営店舗
長期前払費

用
1,633

合計 4,668

 当社では、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、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（4,668千円）
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。

※７ 減損損失 

   ――――――――――

 

※７ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下

の資産について減損損失を計上して

おります。

場所 用途 種類
減損損失 

(千円)

東京都 店舗
建物、リー

ス資産等
257,338

東京都 本社
建物、リー

ス資産等
24,824

大阪府 店舗
建物、リー

ス資産等
105,008

千葉県 店舗
建物、リー

ス資産等
25,827

埼玉県 店舗
建物、リー

ス資産等
52,921

栃木県 店舗
建物、リー

ス資産等
15,697

岐阜県 店舗
建物、工具

器具
14,455

福岡県 店舗
建物、工具

器具
23,695

静岡県 転貸資産 建物等 143,078

愛知県 転貸資産 建物等 212,509

㈱リンク・

ワン
遊休資産

長期前払費

用等
193,631

合計 1,068,989

当社は、キャッシュ・フローを生
み出す最小単位として、主として店
舗を基本単位としてグルーピングを
行っており、遊休資産については当
該資産単独でグルーピングを行って
おります。 
 その結果、営業活動から生じる損
益が継続してマイナスである店舗等
について、帳簿価額を回収可能価額
まで減額し、当該減少額を減損損失
（1,068,989千円）として特別損失
に計上しております。 
 減損損失の主な内訳は、建物
506,253千円、工具器具102,713千
円、建設仮勘定80,957千円、のれん
34,422千円、長期前払費用113,409
千円、リース資産104,308千円、ソ
フトウエア93,472千円であります。 
 なお、当資産の回収可能価額は正
味売却価額または使用価値により算
定しており、正味売却額は売却事例
等を勘案した合理的見積もりにより
評価し、売却や他への転用が困難な
資産は０円としております。また使
用価値については将来キャッシュ・
フローを７％で割り引いて算定して
おります。
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＜訂正前＞ 

 
(注) １株当たり四半期(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 

(１株当たり情報)

前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり 
純資産額

223,482円58銭
１株当たり
純資産額

3,101円84銭
１株当たり
純資産額

10,308円11銭

１株当たり 
第１四半期純損失

390円41銭
１株当たり
第１四半期損失

7,206円27銭
１株当たり
当期純損失

397,059円19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。

同左 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、当期純損失のた

め記載しておりません。

前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日 
  至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日 
  至 平成19年７月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日 
  至 平成19年４月30日)

１株当たり第１四半期（当期） 
純利益

 第１四半期(当期)純利益 
 (△純損失)（千円）

△2,356 △127,399 △2,686,899

 普通株主に帰属しない金額
 （千円）

― ― ―

 （うち利益処分による役員賞与 
 金）

（―） （―） （―）

 普通株式に係る第１四半期(当期) 
 純利益（△純損失）（千円）

△2,356 △127,399 △2,686,899

 普通株式の期中平均株式数（株） 6,036 17,679 6,767

潜在株式調整後１株当たり第１四半
期（当期）純利益

 第１四半期(当期)純利益調整額 
 （千円）

― ― ―

 普通株式増加数（株） ― ― ―

 （うち新株予約権） （―） （―） （―）

 （うち転換社債） （―） （―） （―）

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

― ― ―

- 51 -



＜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 

 
  

以上 

前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日
至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日
至 平成19年７月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日
至 平成19年４月30日)

１株当たり 
純資産額

104,198円97銭
１株当たり
純資産額

3,101円84銭
１株当たり
純資産額

10,308円11銭

１株当たり 
四半期純損失

10,113円80銭
１株当たり
第１四半期損失

7,206円27銭
１株当たり
当期純損失

298,629円04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。

同左 潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、当期純損失のた

め記載しておりません。

前第１四半期会計期間
(自 平成18年５月１日 
  至 平成18年７月31日)

当第１四半期会計期間
(自 平成19年５月１日 
  至 平成19年７月31日)

前事業年度
(自 平成18年５月１日 
  至 平成19年４月30日)

１株当たり四半期（当期）純利益

 第１四半期(当期)純利益 
 (△純損失)（千円）

△61,046 △127,399 △2,020,822

 普通株主に帰属しない金額
 （千円）

― ― ―

 （うち利益処分による役員賞与 
 金）

（―） （―） （―）

 普通株式に係る四半期(当期) 
 純利益（△純損失）（千円）

△61,046 △127,399 △2,020,822

 普通株式の期中平均株式数（株） 6,036 17,679 6,767

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） ― ― ―

 （うち新株予約権） （―） （―） （―）

 （うち転換社債） （―） （―） （―）

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり四半期（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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