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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年2月期第3四半期 349 ― △86 ― △87 ― △162 ―
22年2月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

23年2月期第3四半期 △3,320.09 ―
22年2月期第3四半期 ― ―

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

23年2月期第3四半期 212 △252 △120.7 △5,256.98
22年2月期 420 △90 △22.5 △1,936.88

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  △256百万円 22年2月期  △94百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 454 △27.8 △103 ― △106 ― △206 ― △4,237.21



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「2.その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q 48,804株 22年2月期  48,804株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 48,804株 22年2月期3Q 48,804株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であります。なお、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品
取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
・当社は、当第３四半期累計期間より連結財務諸表の非作成会社となったため、前第３四半期累計期間に係る記載はしておりません。 
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当第３四半期累計期間より四半期財務諸表を作成しているため、前第３四半期累計期間との比較は行っ

ておりません。 

  

当第３四半期累計期間における我が国の経済は、一部企業の業績は回復基調にあるものの、昨年より

続く国内のデフレ傾向は現在も続いており、個人消費は低迷し雇用情勢も厳しい状況が続いておりま

す。 

 当社が属する外食業界におきましては、消費者の外食を控える傾向が依然として続いていることに加

え、企業等の宴会需要の低迷もあり、外食業界を取り巻く環境は引き続き厳しい状況が続きました。 

 こうした中で、当社は事業再建を進めており、販売費及び一般管理費等の間接経費の削減及び各事業

の収益の改善に努めております。なお、当第３四半期累計期間に特別損失として、金融庁より過去の有

価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令を受けたことに伴う課徴金34百万円、店舗の閉鎖に

伴い発生する原状回復費用の見込み額として店舗撤退損失引当金繰入額６百万円、遠隔地（名古屋・大

阪）の店舗の閉鎖に伴い発生した店舗撤退損失等29百万円及び投資有価証券売却損２百万円を計上して

おります。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は349百万円、営業損失は86百万円、経常損失は

87百万円、四半期純損失は162百万円となりました。 

  

（資産） 

当第３四半期会計期間末における資産合計は、212百万円となりました。 

 これの主な内訳は、流動資産において、現金及び預金が６百万円、売掛金が24百万円、株主短期貸付

金が14百万円、また固定資産において、有形固定資産が35百万円、無形固定資産が10百万円、投資その

他の資産が127百万円であります。 

  

（負債） 

当第３四半期会計期間末における負債合計は、464百万円となりました。 

 これの主な内訳は、流動負債において、買掛金が14百万円、短期借入金が44百万円、株主短期借入金

が182百万円、未払金が181百万円、固定負債において、長期預り保証金が19百万円であります。 

  

（純資産） 

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、252百万円の債務超過となりました。 

 これは主に、四半期純損失として162百万円を計上したこと等によるものであります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローは、以下のとおりであります。 

  

（現金及び現金同等物） 

当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、６百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、97百万円の支出超過となり

ました。これは、主に税引前四半期純損失159百万円に、課徴金34百万円、店舗撤退損失18百万円、

減損損失10百万円等があったことによるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、86百万円の収入超過となり

ました。これは、主に敷金及び保証金の回収による収入50百万円、貸付金の回収による収入36百万円

等があったことによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、１百万円の収入超過となり

ました。これは、主に短期借入れによる収入121百万円、短期借入金の返済による支出86百万円、長

期借入金の返済による支出18百万円、社債の買入消却による支出16百万円があったことによるもので

あります。 

  

当社は、『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事業再建計画を推進することで、収益力の改

善に努めておりますが、外食マーケットが低迷を続ける中、売上は完全な回復基調には至っておりませ

ん。また、過去の「不適切な取引」に係る処分が確定し、全社一丸となって関係者の皆様のご期待にお

応えしたいと思っております。 

 こうした中で、当社は資金調達の方法を検討し、下期において、繁盛業態の出店を行っていく計画で

ありますが、計画していた新規出店を１店舗断念したこと、直営店の中で12月の繁忙期における売上を

検証したところ、『地魚屋台 池袋 豊丸』をやむなく閉店することを決定したこと、加えてプロ店長

派遣先の契約更新が無かったことを勘案し、売上高及び売上原価等の直接経費を既存店の実績に基づき

算出した結果、平成22年10月14日に公表いたしました平成23年２月期の通期業績予想を修正しておりま

す。詳細につきましては、平成23年１月14日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。 

 また、当社の販売費及び一般管理費等の間接経費につきましては、２年前の水準と比較し70％程度の

削減を達成しておりますが、この水準を維持する計画であります。 

 なお、業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、さ

まざまな不確定要素や今後の内外の情勢の変化等により、実際の業績とは異なる場合があります。 

(3) 業績予想に関する定性的情報

㈱リンク・ワン(2403)平成23年２月期第３四半期決算短信

- 3 -



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社は、前事業年度に133,888千円、第１四半期会計期間に30,535千円、第２四半期会計期間に

29,981千円、当第３四半期会計期間に25,571千円と継続的に営業損失を計上し、当第３四半期会計期間

末において252,451千円の債務超過となっております。資金面につきましては、当第３四半期累計期間

に97,190千円の営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。また、第１四半期会計期間に

金融庁から納付命令を受けた課徴金34,660千円については、一括支払いが困難な状況にあります。 

 これにより、当社には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 6,151

売掛金 24,336

原材料 1,871

貯蔵品 179

前払費用 8,465

株主短期貸付金 14,000

未収入金 4,145

その他 1,455

貸倒引当金 △21,823

流動資産合計 38,780

固定資産  

有形固定資産  

建物 41,520

減価償却累計額 △11,288

建物（純額） 30,232

工具、器具及び備品 20,294

減価償却累計額 △14,901

工具、器具及び備品（純額） 5,393

有形固定資産合計 35,625

無形固定資産  

のれん 10,850

無形固定資産合計 10,850

投資その他の資産  

投資有価証券 1,500

敷金及び保証金 125,772

その他 10

投資その他の資産合計 127,282

固定資産合計 173,757

資産合計 212,537
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

負債の部  

流動負債  

買掛金 14,577

短期借入金 44,000

株主短期借入金 182,485

未払金 181,940

未払法人税等 10,631

その他 11,604

流動負債合計 445,239

固定負債  

長期預り保証金 19,750

固定負債合計 19,750

負債合計 464,989

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,642,076

資本剰余金 1,540,076

利益剰余金 △3,438,714

株主資本合計 △256,561

新株予約権 4,110

純資産合計 △252,451

負債純資産合計 212,537
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(2) 四半期損益計算書 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 349,667

売上原価 356,684

売上総損失（△） △7,017

販売費及び一般管理費 79,070

営業損失（△） △86,088

営業外収益  

受取利息 794

労働保険料還付金 2,659

その他 347

営業外収益合計 3,800

営業外費用  

支払利息 5,186

その他 431

営業外費用合計 5,617

経常損失（△） △87,905

特別利益  

貸倒引当金戻入額 168

店舗撤退損失引当金戻入額 235

関係会社株式売却益 385

特別利益合計 788

特別損失  

課徴金 34,660

店舗撤退損失引当金繰入額 6,000

減損損失 10,256

店舗撤退損失 18,979

投資有価証券売却損 2,500

特別損失合計 72,395

税引前四半期純損失（△） △159,512

法人税、住民税及び事業税 4,050

法人税等還付税額 △1,528

法人税等合計 2,521

四半期純損失（△） △162,033
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 98,614

売上原価 102,028

売上総損失（△） △3,414

販売費及び一般管理費 22,157

営業損失（△） △25,571

営業外収益  

受取利息 104

労働保険料還付金 2,659

その他 0

営業外収益合計 2,764

営業外費用  

支払利息 1,283

その他 28

営業外費用合計 1,311

経常損失（△） △24,119

特別損失  

投資有価証券売却損 2,500

特別損失合計 2,500

税引前四半期純損失（△） △26,619

法人税、住民税及び事業税 1,350

法人税等合計 1,350

四半期純損失（△） △27,969
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △159,512

減価償却費 8,508

減損損失 10,256

店舗撤退損失 18,979

課徴金 34,660

貸倒引当金の増減額（△は減少） 297

関係会社株式売却損益（△は益） △385

投資有価証券売却損益（△は益） 2,500

受取利息及び受取配当金 △794

支払利息 5,186

売上債権の増減額（△は増加） 1,974

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,701

前払費用の増減額（△は増加） △4,592

仕入債務の増減額（△は減少） △11,859

未払金の増減額（△は減少） △3,557

その他 9,260

小計 △87,376

利息及び配当金の受取額 1,223

利息の支払額 △2,802

課徴金の支払額 △4,660

法人税等の支払額 △5,104

法人税等の還付額 1,528

営業活動によるキャッシュ・フロー △97,190

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △5,191

投資有価証券の売却による収入 5,000

貸付金の回収による収入 36,913

敷金及び保証金の差入による支出 △133

敷金及び保証金の回収による収入 50,117

投資活動によるキャッシュ・フロー 86,706

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 121,500

短期借入金の返済による支出 △86,000

長期借入金の返済による支出 △18,100

社債の買入消却による支出 △16,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,400

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,083

現金及び現金同等物の期首残高 15,234

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,151
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当第３四半期累計期間(自  平成22年３月１日  至  平成22年11月30日) 

当社は、前事業年度に133,888千円、第１四半期会計期間に30,535千円、第２四半期会計期間に

29,981千円、当第３四半期会計期間に25,571千円と継続的に営業損失を計上し、当第３四半期会計期

間末において252,451千円の債務超過となっております。資金面につきましては、当第３四半期累計

期間に97,190千円の営業キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。また、第１四半期会計

期間に金融庁から納付命令を受けた課徴金34,660千円については、一括支払いが困難な状況にありま

す。 

 これにより、当社には継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。

 当社は、当該状況を解消すべく、『事業の選択と集中』を基本コンセプトとした事業再建を推進す

ることで、収益力の改善に努めております。また、金融庁から納付命令を受けた課徴金34,660千円に

つきましては、34回払いで納付する予定であり、当第３四半期会計期末残高は30,000千円となってお

ります。 

 事業再建計画の骨子は、以下のとおりであります。 

①直営店舗運営事業の収益性向上 

 直営店舗運営事業につきましては、消費者のニーズに対応すべく、収益性の低い店舗は撤退を、収

益性の高い業態については新規出店を進めるなど、更なる『選択と集中』を進めておりますが、現状

で、収益性の低い店舗及び運営上効率の悪い店舗の撤退は完了し、収益が見込める業態の新規出店を

行う予定であります。下記記載の資金計画を進め、調達資金で新規店舗の出店を行ってまいります。

②人材派遣事業（プロ店長事業）の収益性向上 

 人材派遣事業（プロ店長事業）につきましては、派遣先と成功報酬型の契約を締結する方法に注力

し、プロ店長事業を通じて育成された当社の人材のスキルアップと、蓄積されたナレッジを活用し

て、収益性の向上を目指します。 

③販売費及び一般管理費の削減 

 前々期より推進してまいりましたコスト削減につきましては、販売費及び一般管理費が第８期第３

四半期会計期間は69,275千円、第９期第３四半期会計期間は29,406千円、当第３四半期会計期間は

22,157千円となり、顕著な成果が出ております。引き続き、コストを意識した経営を続けてまいりま

す。 

④資金計画 

 当社の事業再建推進に向けた資金計画につきましては、主要株主であるＥオーナーズ株式会社の協

力並びに支援を受けており、引き続き支援を要請してまいります。このような状況下、Ｅオーナーズ

グループからの短期の借入金（金利年2.5％）は２億円超となっており、株主の了解をいただいた上

で、安定的な長期借入への借換えや、第三者割当も含めた自己資本の増強を検討してまいります。 

 しかしながら、現時点では上記の対応を進めている途中であることから、継続企業の前提に関する

重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。 

  

該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(1) (参考)連結貸借対照表 

4. (参考)前(四半期)連結財務諸表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年２月28日)

資産の部

 流動資産

  現金及び預金 15,234

  売掛金 26,311

  たな卸資産 3,751

  短期貸付金 90,913

  未収入金 8,914

  その他 9,977

  貸倒引当金 △ 21,526

  流動資産合計 133,576

 固定資産

  有形固定資産

   建物及び構築物 67,311

    減価償却累計額 △ 15,108

    建物及び構築物(純額) 52,203

   その他 23,969

    減価償却累計額 △ 15,257

    その他(純額) 8,712

   有形固定資産合計 60,915

  無形固定資産

   のれん 12,950

   無形固定資産合計 12,950

  投資その他の資産

   投資有価証券 33,144

   長期前払費用 166

   敷金及び保証金 179,313

   その他 10

   投資その他の資産合計 212,634

  固定資産合計 286,499

 資産合計 420,076

負債の部

 流動負債

  買掛金 26,436

  短期借入金 255,515

  1年内返済予定の長期借入金 18,100

  未払金 170,057

  未払費用 2,950

  未払法人税等 12,006

  前受金 315

  その他 4,312

  流動負債合計 489,693

 固定負債

  その他 20,800

  固定負債合計 20,800

 負債合計 510,493

純資産の部

 株主資本

  資本金 1,642,076

  資本剰余金 1,540,076

  利益剰余金 △ 3,276,680

  株主資本合計 △ 94,527

 新株予約権 4,110

 純資産合計 △ 90,417

負債純資産合計 420,076
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(2) (参考)四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】(参考) 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日)

売上高 469,684

売上原価 472,945

売上総損失（△） △ 3,260

販売費及び一般管理費 104,451

営業損失（△） △ 107,711

営業外収益

 受取利息 491

 その他 2,307

 営業外収益合計 2,798

営業外費用

 支払利息 3,128

 持分法による投資損失 15,695

 雑損失 327

 営業外費用合計 19,151

経常損失（△） △ 124,064

特別利益

 固定資産売却益 12,000

 貸倒引当金戻入額 6,406

 未払賞与戻入額 4,562

 社債買入消却益 50,000

 契約解除益 33,000

 その他 508

 特別利益合計 106,478

特別損失

 事業改革損失 15,620

 為替差損 14,832

 固定資産譲渡損 12,926

 訴訟和解金 30,000

 その他 13,442

 特別損失合計 86,820

税金等調整前四半期純損失（△） △ 104,406

法人税、住民税及び事業税 4,804

法人税等還付税額 △ 273

法人税等合計 4,530

四半期純損失（△） △ 108,937

㈱リンク・ワン(2403)平成23年２月期第３四半期決算短信

- 12 -



  
  
【第３四半期連結会計期間】(参考) 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日)

売上高 133,497

売上原価 141,283

売上総損失（△） △ 7,786

販売費及び一般管理費 29,406

営業損失（△） △ 37,192

営業外収益

 受取利息 383

 その他 43

 営業外収益合計 426

営業外費用

 支払利息 1,124

 雑損失 101

 営業外費用合計 1,225

経常損失（△） △ 37,990

特別利益

 貸倒引当金戻入額 133

 社債買入消却益 50,000

 契約解除益 33,000

 その他 508

 特別利益合計 83,641

特別損失

 固定資産譲渡損 12,926

 訴訟和解金 30,000

 その他 5,430

 特別損失合計 48,356

税金等調整前四半期純損失（△） △ 2,705

法人税、住民税及び事業税 1,500

法人税等還付税額 △ 147

法人税等合計 1,352

四半期純損失（△） △ 4,057
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(3) (参考)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 税金等調整前四半期純損失（△） △ 104,406

 減価償却費 10,181

 社債買入消却益 △ 50,000

 固定資産売却損益（△は益） 926

 固定資産除却損 3,555

 店舗撤退損失 5,430

 事業改革損失 10,856

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 6,406

 受取利息及び受取配当金 △ 491

 支払利息 3,128

 為替差損益（△は益） 14,832

 子会社株式売却損益（△は益） △ 508

 訴訟和解金 30,000

 持分法による投資損益（△は益） 15,695

 売上債権の増減額（△は増加） 19,868

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1,768

 前払費用の増減額（△は増加） 1,817

 仕入債務の増減額（△は減少） 913

 未払金の増減額（△は減少） △ 27,504

 未払費用の増減額（△は減少） △ 3,629

 前受金の増減額（△は減少） 969

 その他 △ 58,202

 小計 △ 131,206

 利息及び配当金の受取額 491

 利息の支払額 △ 2,284

 訴訟和解金の支払額 △ 10,000

 法人税等の支払額 △ 5,525

 法人税等の還付額 273

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 148,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

 定期預金の払戻による収入 85,167

 有形固定資産の取得による支出 △ 33,586

 有形固定資産の売却による収入 95,827

 貸付けによる支出 △ 80,000

 貸付金の回収による収入 32,026

 敷金及び保証金の差入による支出 △ 74,559

 敷金及び保証金の回収による収入 43,148

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 55,643

 投資活動によるキャッシュ・フロー 123,667
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日)

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（△は減少） 285,000

 短期借入金の返済による支出 △ 114,385

 長期借入れによる収入 3,900

 長期借入金の返済による支出 △ 284,200

 社債の償還による支出 △ 46,500

 社債の買入消却による支出 △ 40,000

 配当金の支払額 △ 740

 関係会社の解散による少数株主への払戻し △ 9,977

 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 206,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 231,486

現金及び現金同等物の期首残高 243,606

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,119
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該当事項はありません。 

5. 補足情報

㈱リンク・ワン(2403)平成23年２月期第３四半期決算短信

- 16 -


	110114_サマリ.pdf
	110114_第10期3Q四半期決算短信（目次以下）
	110114_第10期3Q四半期決算短信（XBRL）
	110114_第10期3Q四半期決算短信（GC以下）



