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平成 18 年８月 18 日 

各      位 

会 社 名  株 式 会 社 タ ス コ シ ス テ ム 

代表者名  代表取締役社長   樫埜 由昭 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2709） 

問合せ先  執行役員広報・IR 室長 橘 達也 

電話 03-5572-6011   

 
 

 
特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ 

 
 当社は平成 18 年 12 月期中間期において、ブランドライセンス取得権利金償却や不採算店舗処

理に伴う損失を中心とした、特別損失を計上することとしました。この特別損失計上や最近の業

績動向等を踏まえ、平成 18 年 2 月 10 日に公表した平成 18 年 12 月期中間期及び通期（連結・個

別）の業績予想を下記の通り修正いたしますので、お知らせいたします。 
 

記 
 
1．特別損失の計上について 

当社は平成 18 年 12 月期第 1 四半期において 1,805 百万円の特別損失を計上しておりま

したが、当社会計監査法人と協議した結果、3,366 百万円の特別損失を追加計上すること

といたしました。その結果、当中間期では合計 5,171 百万円の特別損失を計上する見込み

であります。 
 

（特別損失の内容） 
本年１月より樫埜新代表取締役体制となり、当社では平成 18 年 12 月期を「第二創業期」

と位置付けました。ＦＣ本部機能の強化とともに「ヒト、モノ、カネ」による飲食のＦＣ

サポートビジネスを開始させるにあたり、その機能別の意思決定スピードを優先させる必

要性から、本年５月１日をもって分社化し、持株会社制へと移行させました。 
この分社化を契機として、当社グループの保有する全資産に関しても抜本的な見直しを

行ったところ、当社子会社であるプラスネット株式会社が保有しているブランドライセン

ス取得権利金 957 百万円を新たに償却処理することとなりました。 
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又、昨年より実施してきた低採算の直営店舗の処理についても、再度保守的に見直しを

した結果、追加撤退や店舗資産の減損損失計上を実施することとなり、第 1 四半期におい

て計上しておりました固定資産売却・除却損や減損損失に加えて、当中間期においても合

計 1,607 百万円を計上することとなりました。 
その他、平成 18 年５月 31 日に公表いたしました株式会社ベンチャーリンクとの業務提

携解消に伴う特別損失や投資有価証券評価損及び過年度損益修正損等により、795 百万円

の特別損失を計上することとなりました。 
 

 当中間期における主な特別損失の内訳     (単位：百万円) 
勘定科目 特別損失額 

固定資産売却損 1,283 
固定資産除却損 600 
減損損失 1,047 
ライセンス権利金損失 957 
投資有価証券評価損、過年度損益修正損など 795 
店舗撤退損などその他 489 
合計 5,171 

 
2．平成 18 年 12 月期連結業績予想の修正 
（１） 中間期（平成 18 年１月１日～平成 18 年６月 30 日） 

（単位：百万円） 
  売上高 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 4,889 △271 1,408 

今回予想（Ｂ） 4,814 △1,097 △6,237 

増減額（Ｂ－Ａ） △75 △826 △7,645 

増減率 △1.5％ - - 

前期実績 5,675 △1,329 △2,911 

 

（２） 通期（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 
（単位：百万円） 

  売上高 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 11,256  402  1,654  

今回予想（Ｂ） 10,773  △1,177 △6,417 

増減額（Ｂ－Ａ） △483  △1,579 △8,071 

増減率 △4.4% - - 

前期実績 10,700 △2,999 △8,858 
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（３） 修正理由 
当社は平成 18 年 12 月期を｢第二創業期｣と位置付け、平成 17 年 12 月期の連結経常利益△

2,999 百万円、連結当期純利益△8,858 百万円からの V 字回復を図るべく、様々な抜本的な

リストラクチャリングを行なっております。 
その結果、当中間期においては、直営店の前年対比売上高増減率や粗利率が改善を見せ、

また人件費や地代家賃を中心とした販管費の大幅な削減を実現させる等、収益体質強化策の

成果が着実に表れ始めております。また、収益源の多様化を目的として、今期から飲食経営

事業によって培われたノウハウを活用した、物流、金融、人材派遣等の飲食周辺事業への進

出を行っており、特に物流事業は当中間期から本格的に稼動しております。 
しかしながら、前述した通り当中間期に特別損失 5,171 百万円を計上する見込みであるこ

とに加え、低採算店舗の処理が当初計画よりも遅れたことにより営業利益が伸び悩むことと

なりました。更に、既に昨年 12 月 29 日に再生支援を公表し、本年 7 月 25 日に連結子会社

化を公表しました株式会社双葉につきまして、民事再生による債務免除額を特別利益に計上

する計画にて業績予想を立てておりましたが、より保守的に捉え債務免除益を計上しない方

針としました。 
そのため、当連結中間期決算における売上高及び経常利益と当期純利益は計画を下回る結

果となる見込みであります。 
 
又、当下半期においては、自社物流導入等による店舗コストの削減と同時に、コアとなる 4

ブランド(北前そば高田屋、とり鉄、升屋、ヤマダモンゴル)を軸に新しい業態開発にも積極的

に取り組むことにより、直営店の収益性を更に改善して参ります。また、全社的な固定費削

減や、飲食周辺事業への進出、それに伴う資本・業務提携についても、引き続き積極的に推

進していく所存です。 
しかしながら、当中間期の利益減少分を補うには至らない見込みであることから、当連結

会計年度における通期業績予想についても修正することといたしました。 
尚、今回の開示時期につきましては、冒頭にも記載いたしましたが、本年１月に代表取締

役の交代があり、当中間期において当社保有の全資産に関して抜本的な見直しの実施、及び

当社会計監査法人との協議に関して時間を要したため、本日の開示となりました。 
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3．平成 18 年 12 月期単独業績予想の修正 
(1)中間期（平成 18 年１月１日～平成 18 年６月 30 日） 

（単位：百万円） 
 売上高 経常利益 当期純利益 
前回予想（Ａ） 3,785 △665 △1,985 
今回修正（Ｂ） 2,728 △779 △5,383 
増減額（Ｂ－Ａ） △1,057 △114 △3,398 
増減率 △28.0％ ‐ ‐ 
前期実績 4,471 △773 △1,522 
 
 
(2)通期（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 

（単位：百万円） 
 売上高 経常利益 当期純利益 
前回予想（Ａ） 8,714 △339 △1,659 
今回修正（Ｂ） 3,314 △832 △5,437 
増減額（Ｂ－Ａ） △5,400 △493 △3,778 
増減率 △62.0％ ‐ ‐ 
前期実績 9,301 △2,563 △7,487 
(3)修正理由 

当社グループは、当中間会計期間である平成 18 年５月１日付けにて機能別の意思決定を迅

速化し、自主経営体制による競争力の強化を目的として、会社分割による持株会社体制に移

行いたしました。 
これにより、当社は純粋持株会社となったことから、当単体会計年度における売上高、経

常利益、当期純利益は当初計画を下回る見込みであります。 
尚、今回の開示時期につきましては、冒頭にも記載いたしましたが、本年１月に代表取締

役の交代があり、当中間期において当社保有の全資産に関して抜本的な見直しの実施、及び

当社会計監査法人との協議に関して時間を要したため、本日の開示となりました。 
 
 
4．財務体質強化について 
  現在、財務体質の強化を目指して、第三者との資本提携等による資本充実策を鋭意検討し

ているところでございます。詳細につきましては決定次第、改めてお知らせいたします。 
 
 

以上 
  


