
平成23年2月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成23年4月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 リンク・ワン 上場取引所 東 
コード番号 2403 URL http://www.link-one.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 長谷部 修
問合せ先責任者 （役職名） 管理部長 （氏名） 安武 理志 TEL 03-5909-4080
定時株主総会開催予定日 平成23年5月24日 有価証券報告書提出予定日 平成23年5月27日
配当支払開始予定日 ―
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年2月期の業績（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

23年2月期 441 △29.9 △120 ― △126 ― △60 ―
22年2月期 629 △51.1 △133 ― △135 ― △115 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年2月期 △1,239.47 ― ― △34.1 △27.3
22年2月期 △2,367.74 ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 23年2月期  ―百万円 22年2月期  ―百万円

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 322 15 4.7 252.87
22年2月期 420 △90 △22.5 △1,936.88

（参考） 自己資本   23年2月期  15百万円 22年2月期  △94百万円

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

23年2月期 △143 119 171 163
22年2月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向 純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年2月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
 平成23年２月期は、継続企業を前提として、時価総額基準による上場廃止の回避、及び流通株式時価総額基準による上場廃止の回避は達成いたしまし
た。また、債務超過による上場廃止を避けるために、平成23年２月25日に当社のその他の関係会社であるＥオーナーズ株式会社から債務免除を受け、債
務超過を解消いたました。しかしながら、債務免除を受けたことによる東京証券取引所の基準（※）を達成出来なかったことから、平成23年３月25日に当社
株式の上場廃止が決定され、同日付で当社株式は整理銘柄に指定されました。現在、平成23年２月25日にＥオーナーズ株式会社と合意した再生計画を
進めておりますが、上場廃止が決定したことにより、再生計画の見直しが必要となったため、次期の見通しについては精査中であります。開示の必要があ
る場合には、決定次第、速やかに開示させていただきます。 
（※）当社は、平成23年２月25日に有価証券上場規程第60 5条第１項に基づく再建計画等の審査に係る申請を行い、東京証券取引所により当社株式につ
いての時価総額の審査が行われてまいりましたが、再建計画を開示した日の翌日（平成23年２月26日）から１ヶ月間の平均時価総額及び当該１ヶ月間の
最終日（平成23年３月25日）の時価総額が５億円以上とならなかったことから、平成23年３月25日に東京証券取引所により当社株式の上場廃止が決定さ
れました。 
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」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 60,004 株 22年2月期 48,804 株
② 期末自己株式数 23年2月期 ― 株 22年2月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年2月期 49,141 株 22年2月期 48,804 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手
続は終了しておりません。 

※ 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仮定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、３ページ「1.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
・当社は、前事業年度まで連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、キャッシュ・フローの状況については、前事業年度に係る記載はしておりませ
ん。 
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Ⅰ 当期の経営成績に関する分析 

当事業年度における我が国経済は、一部企業の業績は回復基調にあるものの、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、当事業年度に特別損失として、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、遠隔地（名古屋・大阪）

の店舗及び収益性の低い店舗からの撤退に伴い発生した店舗撤退損失等54百万円、及び投資有価証券売

却損２百万円を計上しております。 

 その結果、全社販管費の削減等を行い収益の改善については成果が見え始めておりますが、当期純利

益を計上するには至りませんでした。 

 当期における業績は、売上高：441百万円、営業損失：120百万円、経常損失：126百万円、当期純損

失60百万円となりました。 

  

 当期における各事業部門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） 

人材派遣事業（プロ店長事業）につきましては、従来からの固定報酬での契約のほか、プロ店長が

店舗の改善活動を通じて創出した売上高や利益に応じて成功報酬を得ることのできる成功報酬型の支

援も行っております。長期に渡り支援を行っている店舗における継続的な改善活動に加え、新規店舗

の立ち上げ支援等も行ってまいりました。業務委託店舗の運営においては、当事業年度に一部店舗の

大幅な業績改善が見られたものの、顧客の低価格志向による客単価の低下も影響し、全体では店舗売

上が伸び悩む傾向にありました。また、一部の業務委託店舗における店舗使用料等が収益の圧迫要因

となったこともあり、営業損失を計上するに至りました。 

  

 この結果、人材派遣事業の売上高は119百万円、営業損失は75百万円となりました。 

  

②店舗戦略事業 

■フランチャイズ本部事業 

当社がフランチャイズ本部として展開している「スープカレー『心』」、及び「大阪鶴橋お好み焼

き わっはっはっ風月」につきましては、メニューの大幅改善やキッズメニューの導入、価格の見直

しを行うなど、店舗毎の顧客層に合わせて柔軟に対応するとともに、オペレーションの改善を行って

まいりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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■直営店舗運営事業 

直営店舗運営事業につきましては、前期より続く顧客の低価格志向を受け、安価なメニューの提供

や居酒屋業態におけるアルコール価格の引き下げ等の施策を実施し、売上の獲得を図りました。しか

しながら、来店客数は増加したものの、客単価の低下が影響し、売上の獲得に苦戦を強いられる結果

となりました。これに加え、首都圏に経営資源を集中させるため、名古屋と大阪にあった遠隔地の店

舗を閉鎖または営業譲渡したことや、新規出店の計画を見直したこと、及び一部店舗における店舗造

作等の使用料が収益を圧迫したことから、売上高、営業利益とも当初計画を下回りました。 

  

 この結果、店舗戦略事業の売上高は318百万円、営業損失は45百万円となりました。 

  

③その他事業 

 その他事業といたしましては、顧客企業への各種消耗品の販売代理等を行っております。 

  

  この結果、その他事業の売上高は３百万円、営業損失は０百万円となりました。 

  

Ⅱ 次期の見通し 

平成23年２月期は、継続企業を前提として、時価総額基準による上場廃止の回避、及び流通株式時

価総額基準による上場廃止の回避は達成いたしました。また、債務超過による上場廃止を回避するた

めに、平成23年２月25日に当社のその他の関係会社であるＥオーナーズ株式会社から債務免除を受

け、債務超過を解消いたしました。しかしながら、債務免除を受けたことによる東京証券取引所の基

準（※）を達成出来なかったことから、平成23年３月25日に当社株式の上場廃止が決定され、同日付

で当社株式は整理銘柄に指定されました。現在、平成23年２月25日にＥオーナーズ株式会社と合意し

た再生計画を進めておりますが、上場廃止が決定したことにより、再生計画の見直しが必要となった

ため、次期の見通しについては精査中であります。開示の必要がある場合には、決定次第、速やかに

開示させていただきます。 

（※）当社は、平成23年２月25日に有価証券上場規程第605条第１項に基づく再建計画等の審査に係る

申請を行い、東京証券取引所により当社株式についての時価総額の審査が行われてまいりました

が、再建計画を開示した日の翌日（平成23年２月26日）から１ヶ月間の平均時価総額及び当該１ヶ

月間の最終日（平成23年３月25日）の時価総額が５億円以上とならなかったことから、平成23年３

月25日に東京証券取引所により当社株式の上場廃止が決定されました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当事業年度末における流動資産合計は、前事業年度末比65百万円の増加で198百万円となり、また固

定資産合計は、前事業年度末比163百万円の減少で123百万円となりました。その結果、資産合計は前事

業年度末比97百万円の減少で322百万円となりました。 

 これは主として、現金及び預金の増加147百万円、敷金及び保証金の減少85百万円、短期貸付金及び

株主短期貸付金の減少76百万円、有形固定資産の減少37百万円によるものであります。 

  

（負債） 

当事業年度末における流動負債合計は、前事業年度末比202百万円の減少で287百万円となり、また、

固定負債合計は、前事業年度末比１百万円の減少で19百万円となりました。その結果、負債合計は前事

業年度末比203百万円の減少で306百万円となりました。 

 これは主として、短期借入金及び株主短期借入金の減少175百万円によるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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（純資産） 

当事業年度末における純資産合計は、前事業年度末比105百万円の増加で15百万円となりました。ま

た、株主資本におきましても15百万円となり、債務超過を解消しております。 

 これは主として、当期純損失として60百万円を計上しておりますが、新株予約権の行使により純資産

が170百万円増加したことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度における現金及び現金同等物の期末残高は、163百万円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況及びこれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、143百万円の支出超過となりました。こ

れは、主に税引前当期純損失57百万円に、債務免除益160百万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） 

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、119百万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82百万円、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） 

当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、171百万円の収入超過となりました。こ

れは、主に新株予約権の行使による株式の発行による収入167百万円等があったことによるものであり

ます。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(注) １．上記指標の算出方法 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

２．いずれも単体ベースの財務数値により計算しております。 

３．株式時価総額は、期末株価数値×期末発行済株式総数により算出しております。 

４．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フロー

がマイナスであるため記載しておりません。 

平成23年２月期

自己資本比率（％） 4.7

時価ベースの自己資本比率（％） 156.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ―
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当社は、財政状態並びに将来の事業展開に向けた内部留保資金とのバランスを考慮した上で、業績に

応じた配当を実施することを基本方針としております。ただし、遺憾ながら現時点におきましては繰越

損失を余儀なくされておりますため、当分の間無配とさせていただく所存であります。 

 また、平成23年２月25日付で開示いたしました再生計画を速やかに修正し、今後の方針を決定してい

く考えであります。開示の必要がある場合には、決定次第、速やかに開示させていただきます。 

  

当社の事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を下記に記載いたします。

なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に最

大限の努力をする所存であります。 

 本項の文中における将来に関する事項は本資料作成日現在において判断したものであり、事業等のリ

スクはこれらに限られるものではありません。 

  

①食の安全性や価格高騰に関するリスク 

BSE問題や新型インフルエンザの発生、食品表示の偽装などにより食品の安全性が問われる事象が

近年発生しております。当社では、そのための対策として、仕入れ食材の安全性のチェックや社員に

対する教育を積極的に行っております。しかしながら、食品に関する事故が発生した際には、風評被

害や食材価格の急騰などにより当社の各業態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②経済環境に関するリスク 

当社は外食業界に対する人材派遣および外食に関する店舗運営を事業として行っておりますが、外

食業界に起きましては、長引く景気低迷の影響を受け、消費者の外食を控える傾向が強い中、価格競

争の激化が進み、同業他社のみならず異業態店舗との競争も激化しております。これらにより、当社

取引先や当社が運営する店舗の収益が悪化する場合には、当社の業績及び財政状態に重大な影響を及

ぼす可能性があります。 

  

③継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況について 

当社は、前事業年度に133,888千円、当事業年度に120,456千円と継続的に営業損失を計上するとと

もに、当事業年度に143,299千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、分割での支払いを行っております。 

 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引き続

き推進していく予定です。なお、上場廃止の決定により平成23年２月25日付で開示した再生計画の見

直しを行っており、その修正の内容によっては、当社の業績、財政状態、事業展開、経営方針に重大

な影響を及ぼす可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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④今後の資金調達および資本政策について 

当社は、平成23年２月18日の新株予約権の行使によって資金を調達いたしましたが、当社が運営す

る店舗の収益力が期待したほど改善せず、自己資金が不足し、あるいはその他会社運営にかかる支出

が想定以上に増える場合には、将来、追加的に資金を調達しなければならない可能性があります。か

かる資金を必要なときに当社の想定する条件で調達できない場合には、当社の事業展開及び財政状

態、ひいては当社の存続に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑤その他の関係会社について 

当社のその他の関係会社であるＥオーナーズ株式会社は、平成23年２月18日に新株予約権を行使

し、当事業年度末において総議決権数の34.24％を所有しております。Ｅオーナーズ株式会社は当社

の筆頭株主であること、同社従業員が当社監査役に就任していること、同社は当社の重要な取引先で

あること、同社は当社に運転資金の貸付を行っていること等からも、当社と親密な関係にあり、同社

は、当社の意思決定においても事実上、重大な影響を及ぼし得る存在です。Ｅオーナーズ株式会社に

よる当社の経営方針についての考え方や同社の利害に変更が生じた場合、Ｅオーナーズ株式会社によ

る当社議決権の行使及び保有株式の処分の状況並びに当社との取引関係の解消等により、当社の業

績、財政状態及び事業運営等に影響を及ぼす可能性があります。 

  

⑥当社株式の上場廃止について 

当社は、平成23年２月25日に有価証券上場規程第605条第１項に基づく再建計画等の審査に係る申請

を行い、東京証券取引所により当社株式についての時価総額の審査が行われてまいりましたが、再建計

画を開示した日の翌日（平成23年２月26日）から１ヶ月間の平均時価総額及び当該１ヶ月間の最終日

（平成23年３月25日）の時価総額が５億円以上とならなかったことから、平成23年３月25日に東京証券

取引所により当社株式の上場廃止が決定されました。 

 当社株式は、平成23年３月25日から平成23年４月25日までの期間、整理銘柄に指定され、平成23年４

月26日に上場廃止となる予定であり、当社株価及び当社株式の流通性に相当な影響を及ぼすものと想定

されます。 

  

当社は、前事業年度に133,888千円、当事業年度に120,456千円と継続的に営業損失を計上するととも

に、当事業年度に143,299千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、分割での支払いを行っております。 

 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。 

  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社及び当社の関係会社は、当社及びその他の関係会社（Ｅオーナーズ株式会社）の計２社で構成され

ており、人材派遣事業（プロ店長事業）、フランチャイズ本部事業、直営店舗運営事業を主な事業として

取り組んでおります。 

  

なお、事業系統図は、次のとおりであります。 

  

 

2. 企業集団の状況
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当社は、「成長機会提供業」を経営理念に掲げ、顧客企業の事業拡大を支援するとともに社員の「企

業家という将来目標」に向けた成長のサポートをし、多くの企業家を輩出することにより社会の発展に

貢献することを使命として事業を展開してまいりました。このように企業と人の大きな夢の実現のサポ

ートをし、人と人とをつなぐことによって、新しいオンリーワンの価値を生み出したいという熱い思い

を持ち、役員・従業員一同、事業の拡大に努めております。 

 また、これらの基本方針に基づいた事業活動を追求し続けることが、顧客企業の価値の増大に貢献す

るとともに、産業の活性化を促し、併せて当社の企業価値を高めていくことになると考えております。

  

当社が事業を継続・発展し、企業価値を高めていくためには、適正な利益を確保していくことが必要

であります。そのために、当社におきましては、売上高の増加と適正利益の追求を目指しており、売上

高経常利益率の向上を目標とした経営を行っております。  

  

当社は、『事業の選択と集中』というコンセプトの元、事業の改善を推進しており、現在もその方針

を継続しておりますが、平成23年４月26日付で当社株式が上場廃止になることにより、さらに厳しい経

営環境におかれることが想定されます。現在、資金調達をはじめとした経営戦略を再検討中であり、開

示の必要がある場合には、決定次第、速やかに開示させていただきます。 

  

■上場廃止後の事業モデルの構築 

当社株式の上場廃止に伴い、資金調達の手段が限定されることから、Ｅオーナーズ株式会社と協議し

再生計画の見直しを図る必要があります。現在、鋭意協議を進めており、開示の必要がある場合には、

決定次第、速やかに開示させていただきます。 

  

当社は、平成23年２月25日に有価証券上場規程第605条第１項に基づく再建計画等の審査に係る申請

を行い、東京証券取引所により当社株式についての時価総額の審査が行われてまいりましたが、再建計

画を開示した日の翌日（平成23年２月26日）から１ヶ月間の平均時価総額及び当該１ヶ月間の最終日

（平成23年３月25日）の時価総額が５億円以上とならなかったことから、平成23年３月25日に東京証券

取引所により当社株式の上場廃止が決定されました。 

 当社株式は、平成23年３月25日から平成23年４月25日までの期間、整理銘柄に指定され、平成23年４

月26日に上場廃止となる予定です。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,234 163,203

売掛金 26,311 22,629

原材料 3,328 1,863

貯蔵品 422 160

前払費用 3,875 10,152

短期貸付金 40,913 －

株主短期貸付金 50,000 14,000

未収入金 8,914 4,010

その他 6,102 4,839

貸倒引当金 △21,526 △22,171

流動資産合計 133,576 198,688

固定資産   

有形固定資産   

建物 67,311 25,872

減価償却累計額 △15,108 △7,337

建物（純額） 52,203 18,535

工具、器具及び備品 23,969 19,160

減価償却累計額 △15,257 △14,682

工具、器具及び備品（純額） 8,712 4,477

有形固定資産合計 60,915 23,012

無形固定資産   

のれん 12,950 5,250

無形固定資産合計 12,950 5,250

投資その他の資産   

投資有価証券 9,000 1,500

関係会社株式 24,144 －

出資金 10 10

長期前払費用 166 －

敷金及び保証金 179,313 93,647

投資その他の資産合計 212,634 95,157

固定資産合計 286,499 123,419

資産合計 420,076 322,108

- 10 -

㈱リンク・ワン(2403)平成23年２月期決算短信



(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年２月28日) 

当事業年度 
(平成23年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 26,436 12,492

短期借入金 114,900 －

株主短期借入金 140,615 80,000

1年内返済予定の長期借入金 18,100 －

未払金 170,057 ※  175,027

未払費用 2,950 4,879

未払法人税等 12,006 10,626

前受金 315 50

預り金 3,951 4,109

リース資産減損勘定 360 －

流動負債合計 489,693 287,185

固定負債   

長期預り保証金 20,800 19,750

固定負債合計 20,800 19,750

負債合計 510,493 306,935

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,642,076 1,727,381

資本剰余金   

資本準備金 1,540,076 1,625,381

資本剰余金合計 1,540,076 1,625,381

利益剰余金   

利益準備金 2,175 2,175

その他利益剰余金   

別途積立金 130,000 130,000

繰越利益剰余金 △3,408,855 △3,469,764

利益剰余金合計 △3,276,680 △3,337,589

株主資本合計 △94,527 15,172

新株予約権 4,110 －

純資産合計 △90,417 15,172

負債純資産合計 420,076 322,108
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高   

役務収益 220,845 122,943

FC・直営店舗売上高 408,468 318,463

売上高合計 629,314 441,406

売上原価   

役務原価 206,609 121,998

FC・直営店舗売上原価 416,755 324,516

売上原価合計 623,365 446,515

売上総利益又は売上総損失（△） 5,949 △5,109

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 327 191

役員報酬 19,234 14,220

従業員給料 26,650 13,661

旅費及び交通費 3,900 3,556

地代家賃 5,508 4,821

減価償却費 379 －

支払報酬 34,420 37,558

支払手数料 11,500 12,856

事業税 10,172 9,592

その他 27,743 18,889

販売費及び一般管理費合計 139,837 115,347

営業損失（△） △133,888 △120,456

営業外収益   

受取利息 1,210 899

労働保険料還付金 － 2,659

その他 2,278 357

営業外収益合計 3,489 3,916

営業外費用   

支払利息 4,462 ※５  9,256

その他 493 609

営業外費用合計 4,956 9,865

経常損失（△） △135,356 △126,406

特別利益   

固定資産売却益 ※４  12,000 －

社債買入消却益 50,000 －

契約解除益 33,000 －

債務免除益 － ※６  160,000

その他 ※３  16,564 ※３  553

特別利益合計 111,564 160,553
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

特別損失   

事業改革損失 15,620 －

固定資産譲渡損 12,926 －

為替差損 14,832 －

訴訟和解金 30,000 －

課徴金 － 34,660

減損損失 － ※１  10,256

店舗撤退損失 － 44,520

投資有価証券売却損 － 2,500

その他 ※２  13,730 －

特別損失合計 87,109 91,937

税引前当期純損失（△） △110,901 △57,790

法人税、住民税及び事業税 5,107 4,647

法人税等還付税額 △454 △1,528

法人税等合計 4,653 3,118

当期純損失（△） △115,555 △60,908
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(原価計算の方法) 

当社の原価計算は、総合原価計算による実際原価計算であります。 

  

役務原価明細書

前事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 労務費 184,059 89.1 103,037 84.5

Ⅱ 経費

 １ 広告掲載費 330 180

 ２ 外注費 763 885

 ３ その他 21,456 22,550 10.9 17,895 18,960 15.5

   役務原価 206,609 100.0 121,998 100.0

FC・直営店舗売上原価明細書

前事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

Ⅰ 材料費 135,825 32.6 108,543 33.4

Ⅱ 労務費 116,198 27.9 94,685 29.2

Ⅲ 経費

１ 地代家賃 57,991 48,613

２ 減価償却費 12,368 10,020

３ その他 94,370 164,731 39.5 62,653 121,287 37.4

FC・直営店舗売上原価 416,755 100.0 324,516 100.0
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,642,076 1,642,076

当期変動額   

新株の発行 － 85,304

当期変動額合計 － 85,304

当期末残高 1,642,076 1,727,381

資本剰余金   

前期末残高 1,540,076 1,540,076

当期変動額   

新株の発行 － 85,304

当期変動額合計 － 85,304

当期末残高 1,540,076 1,625,381

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 2,175 2,175

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,175 2,175

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 130,000 130,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 130,000 130,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △3,293,300 △3,408,855

当期変動額   

当期純損失（△） △115,555 △60,908

当期変動額合計 △115,555 △60,908

当期末残高 △3,408,855 △3,469,764

利益剰余金合計   

前期末残高 △3,161,125 △3,276,680

当期変動額   

当期純損失（△） △115,555 △60,908

当期変動額合計 △115,555 △60,908

当期末残高 △3,276,680 △3,337,589

株主資本合計   

前期末残高 21,027 △94,527

当期変動額   

新株の発行 － 170,609

当期純損失（△） △115,555 △60,908

当期変動額合計 △115,555 109,700

当期末残高 △94,527 15,172
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

新株予約権   

前期末残高 4,110 4,110

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △4,110

当期変動額合計 － △4,110

当期末残高 4,110 －

純資産合計   

前期末残高 25,137 △90,417

当期変動額   

新株の発行 － 170,609

当期純損失（△） △115,555 △60,908

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △4,110

当期変動額合計 △115,555 105,590

当期末残高 △90,417 15,172
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当事業年度 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成23年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純損失（△） △57,790

減価償却費 10,612

減損損失 10,256

店舗撤退損失 44,520

課徴金 34,660

債務免除益 △160,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 644

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 △899

支払利息 9,256

売上債権の増減額（△は増加） 3,682

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,726

前払費用の増減額（△は増加） △6,280

仕入債務の増減額（△は減少） △13,944

未払金の増減額（△は減少） △8,365

その他 3,200

小計 △126,603

利息及び配当金の受取額 1,225

利息の支払額 △6,686

課徴金の支払額 △7,660

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 △143,299

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 △6,354

有形固定資産の売却による収入 2,000

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 82,241

投資活動によるキャッシュ・フロー 119,668

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 278,800

短期借入金の返済による支出 △230,000

長期借入金の返済による支出 △18,100

新株予約権の行使による株式の発行による収入 167,249

新株予約権の買取による支出 △750

社債の買入消却による支出 △25,600

財務活動によるキャッシュ・フロー 171,599

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147,968

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期末残高 ※  163,203
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(5)【継続企業の前提に関する注記】

前事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日)

当事業年度 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成22年２月28日)

 当社は、前事業年度に217,354千円、当事業年度に

133,888千円と継続的に営業損失を計上した結果、当事

業年度末において債務超過となっております。また、

社債買入消却にかかる未払金110,000千円の一部につい

て、当初の契約における支払期限が当事業年度末現在

到来しております。 

 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、社債の買

入消却にかかる未払金については、返済条件等につき

交渉を進めております。 

 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、昨今の消費者動

向に対応すべく、収益性の低い店舗については撤退

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』を進めることにより、収益

性の向上を目指します。 

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、新

たな投資を控えていることから、投資先に対する企業

再生型の人材派遣については撤退し、今後は、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と、蓄積された

ナレッジを活用して、派遣先の売上げの向上を通じて

更なる収益性の向上を目指します。 

③全社販管費の削減 

 前期より推進してきましたコスト削減については、

一定のコスト削減効果が出ております。引き続き、更

なるコスト削減を目指してまいります。 

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、Ｅオーナーズ株式会社の協力並びに支援を受けて

まいります。また、企業価値の向上を通じて、新株予

約権の権利行使をお願いしてまいりたいと存じます。 

 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、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

を財務諸表に反映しておりません。

 当社は、前事業年度に133,888千円、当事業年度に

120,456千円と継続的に営業損失を計上するとともに、

当事業年度に143,299千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、分割での支払

いを行っております。 

 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引き続き推進し

ていく予定です。なお、上場廃止の決定により平成23年

２月25日付で開示した再生計画の見直しを行っており、

その修正の内容によっては、当社の業績、財政状態、事

業展開、経営方針に重大な影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 事業再建計画及び再生計画の方針は、以下のとおりで

あります。 

①直営店舗運営事業の強化 

 直営店舗運営事業につきましては、新株予約権の行使

により調達した資金で店舗及び店舗造作の買取を行い、

営業キャッシュ・フローを改善して収益力の強化を目指

します。 

②人材派遣事業（プロ店長事業）の強化 

 人材派遣事業（プロ店長事業）につきましては、従来

の固定報酬型の契約から、派遣先と成功報酬型の契約を

締結する方法への切り替えに注力してまいりました。平

成23年２月25日付で開示した再生計画では、主要株主で

あるＥオーナーズ株式会社の関係会社を含めた飲食店へ

の人材派遣等を通じて、売上の獲得及び収益性の向上を

目指す予定です。 

③販売費及び一般管理費の削減 

 第８期より推進してまいりました『事業の選択と集

中』を進める過程においては、経営体質のスリム化にも

取り組み、販売費及び一般管理費の徹底的な見直しを実

施した結果、第９期事業年度と比較して、第10期事業年

度の販売費及び一般管理費は約82％となっております。 

 今後は、上場維持費用もなくなることから、販売費及

び一般管理費は更に減少する見込みであります。月次の

営業キャッシュ・フローの恒常的な黒字化を目指して、

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 

 当社株式の上場廃止に伴い、資金調達の手段が限定さ

れることから、Ｅオーナーズ株式会社と協議し再生計画

の見直しを図る必要があります。現在、鋭意協議を進め

ており、開示の必要がある場合には、決定次第、開示さ

せていただきます。 

 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、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財

務諸表に反映しておりません。
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

関連会社株式

 移動平均法による原価法

──────

その他有価証券

 時価のないもの

…移動平均法による原価法

その他有価証券

同左

 なお、投資事業有限責任組合及び

それに類する組合への出資（金融商

品取引法第２条第２項により有価証

券とみなされるもの）については、

組合契約に規定される決算報告日に

応じて入手可能な 近の決算書を基

礎とし、持分相当額を純額で取り込

む方法によっております。

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

原材料

終仕入原価法（貸借対照表価額に

ついては収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法）

貯蔵品 

 包材等

終仕入原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法）

 その他

総平均法による原価法（貸借対照

表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）

原材料

同左 

  

 

貯蔵品

同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

 建物         ５～19年 

 工具、器具及び備品  ２～12年  

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く）

 定率法を採用しております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

 建物         ８～19年 

 工具、器具及び備品  ２～７年  

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（主として５年）に基づく定額法を採

用しております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

(3) リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンスリ

ース取引のうち、リース取引開始日が

平成21年２月28日以前のものについて

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理を行っております。

(3) リース資産

同左

(4) 長期前払費用 

  定額法を採用しております。

──────
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項目

前事業年度 

(自 平成21年３月１日 

 至 平成22年２月28日)

当事業年度 

(自 平成22年３月１日 

 至 平成23年２月28日)

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

貸倒引当金
同左

５ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 手許資金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限が到来する短期投資からなっており

ます。

同左

６ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

【会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

(1) たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、

従来、主として 終仕入原価法による原価法によって

おりましたが、当事業年度より「棚卸資産の評価に関

する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として 終仕入原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありませ

ん。

(2）リース取引に関する会計基準等の適用

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30日企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月

18日 終改正平成19年３月30日企業会計基準適用指

針第16号）を当事業年度から適用し、所有権移転外フ

ァイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に

係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産とし

て計上しております。 

 また、リース資産の減価償却方法は、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成21年２月28日以前のもの

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を引き続き採用しております。 

 これにより、損益に与える影響はありません。

──────

【表示方針の変更】

前事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

────── (損益計算書)

 前事業年度において特別損失「その他」に含めて表示

しておりました「店舗撤退損失」（前事業年度5,430千

円）については、特別損失合計の100分の10超となった

ため、当事業年度より区分掲記しております。
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【追加情報】

前事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

(訴訟について)

１ 訴訟の内容及び損害賠償請求金額

（１）訴訟の内容

当社の展開するスープカレー「心」の地域本部である

株式会社ウェブが、過去に当社に支払ったスープカレー

「心」のフランチャイズ権利金について返還を求めると

ともに、店舗の営業損失や開店費用等の損害賠償を請求

するものであります。

──────

（２）損害賠償請求金額

200,058千円

２ 裁判の進捗状況

当社は、平成19年11月15日付で、大分地方裁判所日田

支部（訴状送達日：平成19年12月６日）において訴訟の

提起を受けました。その後、当社より、契約書に基づく

合意管轄裁判所である東京地方裁判所への移送の申立て

を行ったところ、これが認められました。 

  当社としましては、本件訴訟における原告の請求に応

じる義務はないと考え、全面的に争ってまいりました

が、当社の今後の事業展開等について総合的に考慮した

結果、和解により本件訴訟を解決することといたしまし

た。そして、平成21年10月22日、訴訟上の和解が成立し

ました。

３ 和解の内容

当社が、株式会社ウェブに対して、30,000千円の解決

金を分割で支払うというものであります。これに伴い、

第３四半期会計期間において、特別損失30,000千円が発

生しております。

４ 業績に与える影響について

フランチャイズ本部事業の改革のため、負債を積み立

てており、連結の業績に与える影響は軽微であります。

(不適切な会計処理について)

過年度の売上取引等に関して、不適切な会計処理が行

われていた可能性があることが平成21年11月に発覚し、

社内調査チーム及び外部調査委員会が調査した結果、平

成18年４月期、平成19年４月期に行われた一部の取引に

ついて、不適切な会計処理が行われていたことが判明い

たしました。この結果を受け、当社は平成18年４月期、

平成19年４月期の財務諸表及び連結財務諸表の訂正を行

うとともに、訂正後の有価証券報告書及び半期報告書に

つき独立監査人による監査報告書を受領しております。 

 なお、当該訂正事項が平成20年２月期以降の事業年度

及び連結会計年度の財務諸表及び連結財務諸表に与える

影響はありません。

──────
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前事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

────── (株式会社デイフィールドからの訴訟の提起について)

１ 訴訟の内容及び請求金額

（１）訴訟の内容

当社と株式会社デイフィールド（契約締結当時の社名

は有限会社空也）の間で締結した、両者が協力してフラ

ンチャイズビジネスの構築にあたることを約した覚書

（平成17年10月29日付）に関し、当社の債務不履行及び

当該債務の履行不能を理由として、株式会社デイフィー

ルドが当社に支払った金員の支払いを請求するものであ

ります。

（２）請求金額

3,000千円

２ 進捗状況

当社は、平成23年２月３日付（訴状送達日：平成23年

２月10日）で、東京地方裁判所において訴訟の提起を受

けました。 

 現段階は、書面のやり取りを行うに過ぎない段階であ

り、大きな進捗はございません。

３ 今後の見通し

当社といたしましては、原告からの請求に対して、事

実関係を確認の上、法廷の場で適切に対応していく所存

です。 

 なお、本訴訟の結果を現時点で予測することは困難で

あります。

────── (河原庸仁氏に対する訴訟の提起について)

１ 訴訟の内容及び損害賠償請求金額

（１）訴訟の内容

平成22年５月11日付で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の決定を受け、

課徴金を納付したこと等に関し、当該有価証券報告書等

提出時の当社代表取締役であった河原庸仁氏に対し、課

徴金相当額並びに外部調査委員会の調査費用及び訂正有

価証券報告書等の監査費用相当額を請求するものであり

ます。

（２）損害賠償請求金額

43,737千円

２ 裁判の進捗状況

当社は、平成23年１月28日付で、東京地方裁判所に訴

訟を提起いたしました。 

 平成23年３月28日に第１回の口頭弁論が開かれました

が、現段階は、主張のやり取りを行うに過ぎない段階で

あり、裁判について大きな進捗はございません。

３ 今後の見通し

当社は、一連の過年度決算修正及び金融庁からの課徴

金納付命令の決定に関しまして、河原庸仁氏に代表取締

役としての業務執行に関する任務懈怠があったと考えて

おり、今後裁判で当社の正当性を主張して争う予定であ

ります。なお、本訴訟の結果を現時点で予測することは

困難であります。
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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

──────

 

※ 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは、次のとおりであります。

未払金 4,885千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

──────

 

※１ 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)

大阪府
店舗

(売却予定資産)

建物
工具、器具 
及び備品

10,256

合計 10,256

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 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、遊休資産及び除売却予定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。 

 当事業年度において譲渡が決定した店舗の資産につき

まして、決定時点において帳簿価額を回収可能価額まで

減少し、当該減少額を減損損失（10,256千円）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7,818千円、工具、器具

及び備品2,437千円であります。 

 なお、当資産の回収可能価額は譲渡予定額に基づき算

出しております。

 

※２ その他の特別損失の主な内訳

店舗撤退損失 5,430千円

固定資産除却損 3,844

 

──────

 

※３ その他の特別利益の主な内訳

貸倒引当金戻入益 6,575千円

賞与引当金戻入益 4,562
 

※３ その他の特別利益の主な内訳

貸倒引当金戻入益 168千円

関係会社株式売却益 385

※４ 固定資産売却益の内訳

建物 11,758千円

工具、器具及び備品 241

計 12,000

──────

──────

 

※５ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、
次のとおりであります。

支払利息 1,728千円

────── ※６ 債務免除益
その他の関係会社であるＥオーナーズ株式会社から債

務免除を受けたものであります。

- 24 -

㈱リンク・ワン(2403)平成23年２月期決算短信



  

  

前事業年度まで連結株主資本等変動計算書関係を作成していたため、前事業年度にかかる「発行済株式

に関する事項」、「新株予約権等に関する事項」、「配当に関する事項」については記載しておりませ

ん。 

  

該当事項はありません。 
  

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

新株予約権の権利行使による増加 11,200株 

  

  

該当事項はありません。 
  

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

 平成17年７月28日定時株主総会特別決議による新株予約権の減少は、権利消滅によるものであります。 

 平成20年10月30日定時取締役会決議による新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

 平成21年２月12日臨時株主総会特別決議による新株予約権の減少は、買入消却によるものであります。 
  

該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)

自己株式に関する事項

当事業年度(自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 48,804 11,200 ─ 60,004

２ 自己株式に関する事項

３ 新株予約権等に関する事項

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株) 当事業年度末
残高 
(千円)前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

平成17年７月28日定時
株主総会特別決議

普通株式 ７ ─ ７ ─ ─

平成17年７月28日定時
株主総会特別決議

普通株式 86 ─ ─ 86 ─

平成20年10月30日定時
取締役会決議

普通株式 11,200 ─ 11,200 ─ ─

平成21年２月12日臨時
株主総会特別決議

普通株式 3,000 ─ 3,000 ─ ─

合計 14,293 ─ 14,207 86 ─

４ 配当に関する事項

- 25 -

㈱リンク・ワン(2403)平成23年２月期決算短信



  

  

前事業年度まで連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、前事業年度に係るキャッシュ・フ

ロー計算書については記載しておりません。 

  

 
  

  

 
（注） １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

 
  

(キャッシュ・フロー計算書関係)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成23年２月28日現在)

現金及び預金勘定 163,203千円

現金及び現金同等物 163,203千円
 

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

１株当たり純資産額 △1,936円 88銭 252円 87銭

１株当たり当期純損失 2,367円 74銭 1,239円 47銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  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。

同左

前事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

当事業年度
(自 平成22年３月１日
至 平成23年２月28日)

１株当たり当期純損失

 当期純損失（千円） 115,555 60,908

 普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

 普通株式に係る当期純損失（千円） 115,555 60,908

 普通株式の期中平均株式数（株） 48,804 49,141

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

第４回新株予約権（新株予約権
の数７個）、第５回新株予約権
（新株予約権の数86個）及び第
６回新株予約権（新株予約権の
数100個）並びに第７回新株予約
権（新株予約権の数30個）

第５回新株予約権（新株予約権
の数86個）
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前事業年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日) 

１．証券取引等監視委員会による課徴金納付命令勧告について 

当社は、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」にて発表してお

りますとおり、当社の過去の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22年２月25日から平成22年３月19日にかけて、以下の有価証券報告書、半期報告書を訂正

し、それぞれの訂正有価証券報告書、訂正半期報告書を提出いたしました。 

  

提出した訂正有価証券報告書、訂正半期報告書 

平成18年４月期（中間） 半期報告書の訂正報告書 

平成18年４月期 有価証券報告書の訂正報告書 

平成19年４月期（中間） 半期報告書の訂正報告書 

平成19年４月期 有価証券報告書の訂正報告書 

平成20年２月期（中間） 半期報告書の訂正報告書 

平成20年２月期 有価証券報告書の訂正報告書 

平成21年２月期（中間） 半期報告書の訂正報告書 

平成21年２月期 有価証券報告書の訂正報告書 

(注1) 平成18年４月期（中間）半期報告書および平成19年４月（中間）半期報告書の訂正報告書は、

公衆縦覧期間が経過しておりますため、EDINET上では、閲覧できませんので、ご了承下さい。

(注2) 平成20年２月期（中間）以降の連結財務諸表等に訂正はありませんが、平成18年４月期（中

間）から平成19年４月期までの連結財務諸表等を訂正したため、訂正報告書を提出しておりま

す。 

  

また、訂正前の平成18年４月期有価証券報告書および訂正前の平成19年４月期（中間）半期報告書を

組み込んだ発行開示書類に基づき平成19年４月に株式を発行いたしました。 

  

 これらの、重要な事項につき虚偽の記載がある有価証券報告書等を提出した行為および重要な事項に

つき虚偽の記載がある発行開示書類に基づく募集により有価証券を取得させた行為に関し、平成22年４

月13日付で証券取引等監視委員会から、内閣総理大臣および金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条

第１項の規定に基づき、当社に対し3,466万円の課徴金納付命令を発出するよう勧告を行った旨の公表

がありがあり、当社は、総合的に検討した結果、関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけした決算訂正

問題の解決を図り、信頼回復に注力していくべきであると判断し、平成22年４月27日、課徴金について

の審判手続開始決定通知書に記載された金融商品取引法第178条第１項第２号及び第４号に掲げる事実

及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書を、金融庁審判官宛に提出いたしました。 

  

 これにより、当社は、金融庁より平成22年５月11日付で納付すべき課徴金の額3,466万円および納付

期限を平成22年７月12日とする旨の決定を受けました。 

(重要な後発事象)
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２．資金の借入について 

当社は、平成22年４月14日開催の取締役会において、資金の借入を決議いたしました。 

  

①借入額 

44,000千円 

  

②借入先 

Ｅオーナーズフード株式会社 

  

③利息 

年2.5％ 

  

④返済 

平成23年２月末日に元利金一括返済 

  

⑤使途 

運転資金 

  

⑥担保 

無担保 

  

⑦業績に与える影響について 

今回の資金の借入による業績への影響は、軽微であります。 

  

当事業年度(自 平成22年３月１日 至 平成23年２月28日) 

１．東京証券取引所による当社株式の上場廃止の決定について 

当社は、平成23年２月25日に有価証券上場規程第605条第１項に基づく再建計画等の審査に係る申請

を行い、東京証券取引所により当社株式についての時価総額の審査が行われてまいりましたが、再建計

画を開示した日の翌日（平成23年２月26日）から１ヶ月間の平均時価総額及び当該１ヶ月間の 終日

（平成23年３月25日）の時価総額が５億円以上とならなかったことから、平成23年３月25日に東京証券

取引所により当社株式の上場廃止が決定されました。 

 当社株式は、平成23年３月25日から平成23年４月25日までの期間、整理銘柄に指定され、平成23年４

月26日に上場廃止となる予定です。 
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２．固定資産の取得について 

①取得の理由 

当社の直営店舗である「地魚屋台 浦和 豊丸」につきましては、店舗造作等の使用料が収益の圧迫要

因となっていることから、当該店舗資産の買取を行うことにより、店舗造作等の使用料の支払いをなく

すことで毎月のランニングコストを減少させ、当該店舗の営業キャッシュ・フロー及び収益の改善を図

ってまいります。 

 また、店舗使用料を支払って当社が運営している業務委託型店舗「地魚屋台 渋谷 浜ちゃん」につき

ましては、継続的に売上総利益を計上しておりますが、店舗使用料が収益の圧迫要因となっていること

から、当該店舗の買取を行い当社の直営店舗とすることにより、店舗使用料の支払いをなくすことで毎

月のランニングコストを減少させ、当該店舗の営業キャッシュ・フロー及び収益の改善を図ってまいり

ます。 

 なお、取得資金につきましては、当社第６回新株予約権の行使による調達資金から充当いたしまし

た。 

  

②取得資産の内容 

 
  

③取得の日程 

取締役会決議日 平成23年３月28日 

 引渡日     平成23年４月１日 

  

④業績に与える影響について 

今回の固定資産の取得による業績への影響は、軽微であります。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、ストック・オプション等に関す

る注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたし

ます。 

  

資産の内容及び所在地 取得価額 取得時の状況

店舗資産（店舗造作、設備等） 

地魚屋台 浦和 豊丸 

埼玉県さいたま市浦和区高砂一丁目７番10号

31,845,740円
店舗 

（直営店舗）

店舗資産（店舗造作、設備等） 

地魚屋台 渋谷 浜ちゃん 

東京都渋谷区渋谷三丁目10番14号 長崎堂ビル１Ｆ

21,432,370円
店舗 

（業務委託型店舗）

合計 53,278,110円

(開示の省略)
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①代表者の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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