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平成 18年 12 月期  個別中間財務諸表の概要 
平成 18年 8月 28 日 

 

会 社 名  株式会社タスコシステム           上場取引所     ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号  2709                    本社所在都道府県 北海道 

（ＵＲＬ http://www.tascosystem.co.jp/） 

代 表 者 役職名 代表取締役社長  氏名 樫埜 由昭 

問合せ責任者 役職名  執行役員広報・IR 室長 氏名 橘  達也    ＴＥＬ（０３）５５７２－６０１１     
決算取締役会開催日  平成 18年 8月 28 日       中間配当制度の有無  有  

中間配当支払開始日  平成 ―年 ―月 ―日        単元株制度採用の有無 無 

 

１．18 年６月中間期の業績（平成 18 年１月１日～平成 18 年６月 30 日） 

(1) 経営成績                               (百万円未満切捨) 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18 年６月中間期 

17 年６月中間期 

百万円   ％ 

2,728 （△39.0） 

4,471 （△42.0） 

百万円   ％ 

△707 （ － ） 

△615 （ － ） 

百万円   ％ 

△779（ － ） 

△773（ － ） 

17 年 12 月期 9,301           △2,145       △2,563      
 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

1 株当たり中間 

(当期)純利益 

潜 在 株 式 調 整 後 

1株当たり中間(当期)純利益 

 

18 年６月中間期 

17 年６月中間期 

百万円   ％ 

     △5,383（  － ） 

     △1,522（  － ） 

円  銭 

△29,666   16 

 △18,444   22 

円  銭 

     －   － 

  －   － 

17 年 12 月期     △7,487         △68,700     04         －   － 
(注) 1．期中平均株式数 18年６月中間期 181,483 株 17 年６月中間期 82,543 株 17 年 12 月期 108,993 株 

   2．会計処理の方法の変更   無 

   3．売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

      

 

(2) 配当状況 

 
1 株当たり 

中間配当金 

1株当たり 

年間配当金 
 

 

18 年６月中間期 

17 年６月中間期 

円 銭 

― 

― 

円 銭 

― 

― 

 

17 年 12 月期 ― ―  

 

(3) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 1 株 当 た り 純 資 産 

 

18 年６月中間期 

17 年６月中間期 

百万円 

 7,962 

18,330 

百万円 

    581 

  2,930 

％ 

  1.8 

 16.0 

円  銭 

723  78 

31,485  43 

17 年 12 月期 14,688   3,252  22.1 19,069    93 
(注)  1．期末発行済株式数 18 年６月中間期 195,572.31 株 17 年６月中間期 93,078.47 株 17 年 12 月期 170,572.31

株 

2. 期末自己株式数  18 年６月中間期       ― 株  17 年６月中間期   ― 株  17 年 12 月期      ― 株 

 

２．18 年 12 月期の業績予想（平成 18 年１月１日～平成 18 年 12 月 31 日） 

1 株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通  期 

百万円 

3,314 
百万円 

△832 
百万円 

△5,437 
円  銭 

― 

円  銭 

― 

(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）    △27,800 円 50 銭 

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発

表日現在における仮定を前提としています。 
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中間財務諸表等 

(１) 中間財務諸表 

① 中間貸借対照表 

 

  
前中間会計期間末 

(平成17年6月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年6月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31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 ※２ 1,714,162   802,667   1,882,178   

２ 売掛金  344,475   212,213   266,813   

３ たな卸資産  24,898   －   25,961   

４ 短期貸付金  1,798,795   735,200   257,500   

５ 預け金  －   1,050,956   －   

６ 立替金  －   419,424   29,580   

７ その他 ※４ 1,079,345   266,441   1,403,436   

  貸倒引当金  △61,335   △21,166   △118,924   

流動資産合計   4,900,342 26.7  3,465,737 43.5  3,746,547 25.5 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産           

(1) 建物及び構築物 ※１ 5,310,939   310,056   4,008,793   

(2) 建設仮勘定  5,723   －   －   

(3) その他 ※１ 224,787 5,541,450  22,469 332,525  174,127 4,182,921  

２ 無形固定資産           

(1) ソフトウエア  612,646   11,165   598,989   

(2) その他  7,548 620,194  6,881 18,046  7,514 606,505  

３ 投資その他の資産           

(1) 投資有価証券  －   462,447   748,931   

(2) 関係会社株式 ※２ 1,210,006   2,510,283   520,215   

(3) 長期貸付金  －   420,000   320,000   

(4) ライセンス取得 
  権利金 

 2,075,133   －   2,198,366   

(5) 敷金保証金 ※２ 2,957,398   1,128,018   2,261,728   

(6) その他 ※２ 1,151,763   542,626   390,496   

 貸倒引当金  △140,051   △428,537   △316,131   

 投資損失引当金  － 7,254,251  △520,000 4,114,838  － 6,123,607  

 固定資産合計   13,415,895 73.2  4,465,411 56.1  10,913,034 74.3 

Ⅲ 繰延資産   13,876 0.1  31,431 0.4  28,619 0.2 

資産合計   18,330,114 100.0  7,962,580 100.0  14,688,200 100.0 
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前中間会計期間末 

(平成17年6月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年6月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31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  238,613   235   276,412   

２ 短期借入金 ※２ 1,003,600   2,470,000   350,000   

３ 一年以内償還予定 
  社債  270,000   270,000   270,000   

４ 一年以内返済予定 
長期借入金 

※２ 3,382,401   1,591,404   2,515,439   

５ 未払金  728,406   655,051   2,020,898   

６ 未払法人税等  24,319   23,109   24,353   

７  前受金  1,489,649   －   1,468,028   

８ その他 ※４ 304,659   162,533   839,672   

流動負債合計   7,441,649 40.6  5,172,333 65.0  7,764,805 52.9 

Ⅱ 固定負債           

１ 社債 ※２ 2,390,000   370,000   505,000   

２ 長期借入金 ※２ 5,000,648   1,418,144   2,625,191   

３ その他  567,200   420,550   540,399   

固定負債合計   7,957,848 43.4  2,208,694 27.7  3,670,591 25.0 

負債合計   15,399,498 84.0  7,381,028 92.7  11,435,397 77.9 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   2,182,178 11.9  － －  5,327,178 36.3 

Ⅱ 資本剰余金           

１ 資本準備金  1,929,912   －  － 5,074,911   

資本剰余金合計   1,929,912 10.5  － －  5,074,911 34.6 

Ⅲ 利益剰余金           

１ 中間(当期)未処理
損失(△)  △1,189,690   －  － △7,155,098   

利益剰余金合計   △1,189,690 △6.5  － －  △7,155,098 △48.8 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  8,215 0.1  － －  5,812 0.0 

資本合計   2,930,616 16.0  － －  3,252,803 22.1 

負債資本合計   18,330,114 100.0  － －  14,688,200 100.0 

           

(純資産の部)           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   －   6,464,678 81.2  －  

２ 資本剰余金           

資本準備金  －   6,212,411   －   

資本剰余金合計   －   6,212,411 78.0  －  

３ 利益剰余金           

繰越利益剰余金 
(△)  －   △12,539,029   －   

利益剰余金合計   －   △12,539,029 △157.5  －  

株主資本合計   －   138,060 1.7  －  
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前中間会計期間末 

(平成17年6月30日) 

当中間会計期間末 

(平成18年6月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31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 
(％) 

Ⅱ 評価･換算差額等           

  その他有価証券評価
差額金 

 －   3,491   －   

評価･換算差額等合計   － －  3,491 0.1  － － 

Ⅲ 新株予約権   － －  440,000 5.5  － － 

純資産合計   － －  581,552 7.3  － － 

負債純資産合計   － －  7,962,580 100.0  － － 
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② 中間損益計算書 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31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   4,471,001 100.0  2,728,224 100.0  9,301,762 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,314,997 29.4  757,612 27.8  2,754,786 29.6 

  売上総利益   3,156,004 70.6  1,970,611 72.2  6,546,975 70.4 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※４  3,771,078 84.4  2,678,075 98.1  8,692,598 93.5 

  営業損失(△) 
   

  △615,074 △13.8  △707,463 △25.9  △2,145,622 △23.1 

Ⅳ 営業外収益           

 １ 受取利息  26,979   12,336   41,500   

 ２ リベート収入  19,709   －   56,297   

 ３ 事務手数料  297   －   297   

 ４ 受取賃貸料  714,735   534,115   1,324,337   

 ５ その他  43,415 805,137 18.0 46,537 592,989 21.7 61,464 1,483,896 16.0 

Ⅴ 営業外費用           

 １ 支払利息  82,995   54,571   158,925   

 ２ 賃貸原価  832,637   519,301   1,644,528   

 ３ その他 ※４ 48,108 963,741 21.5 90,855 664,728 24.4 98,033 1,901,487 20.5 

経常損失(△)   △773,677 △17.3  △779,203 △28.6  △2,563,213 △27.6 

Ⅵ 特別利益           

 １ 固定資産売却益 ※１ 1,874   －   2,629   

  ２ 投資有価証券 
売却益  14,961   24,549   30,858   

 ３ 保険金収入  10,278   －   10,278   

 ４ 保証金償却返還益  －   14,828   ―   

 ５ その他  － 27,113 0.6 3,000 42,378 1.6 193,996 237,762 2.6 

Ⅶ 特別損失           

 １ 固定資産売却損 ※２ 301,015   1,283,534   425,425   

 ２ 固定資産除却損 ※３ 191,827   571,329   342,450   

 ３ 減損損失 ※５ －   1,047,041   －   

 ４ 投資有価証券 
評価損  －   375,000   13,549   

 ５ 貸倒引当金繰入額  124,000   26,319   348,750   

６ 投資損失引当金 
繰入額  －   520,000   －   

７  工事等違約金  125,324   －   125,324   

８ 加盟金返還損  －   73,066   497,500   

９ 解約違約金  －   156,000   －   

 10 店舗撤退損 ※６ －   415,248   2,957,836   

 11 その他  22,502 764,669 17.1 168,980 4,636,521 170.0 423,529 5,134,366 55.2 

税引前中間（当期）純
損失(△) 

  △1,511,233 △33.8  △5,373,345 △197.0  △7,459,817 △80.2 

  法人税、住民税及び事業税    11,210 0.3  10,585 0.3  28,034 0.3 

中間（当期）純損失(△)   △1,522,443 △34.1  △5,383,931 △197.3  △7,487,851 △80.5 

  前期繰越利益又は前
期繰越損失（△）   332,752   －   332,752  

  中間（当期）未処理損
失(△)   △1,189,690   －   △7,155,098  
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③中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（自平成 18年１月１日 至平成 18年６月 30日） 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 資本剰余金合計 

繰越利益剰余金 
利益剰余金合計 

平成 17 年 12 月 31

日残高（千円） 
5,327,178 5,074,911 5,074,911 △7,155,098 △7,155,098 

中間会計期間中の

変動額 
     

新株の発行 1,137,500 1,137,500 1,137,500   

中間純損失（△）    △5,383,931 △5,383,931 

株主資本以外の

項目の中間会計

期間中の変動額

(純額) 

     

中間会計期間中の

変動額合計（千円） 
1,137,500 1,137,500 1,137,500 △5,383,931 △5,383,931 

平成18年６月30日

残高（千円） 
6,464,678 6,212,411 6,212,411 △12,539,029 △12,539,029 

 株主資本 評価・為替差額等 

 株主資本合計 
その他有価証券

評価差額金 

評価・為替差額等

合計 

新株予約権 純資産合計 

平成 17 年 12 月 31 日残高

（千円） 
3,246,991 5,812 5,812 640,000 3,892,803 

中間会計期間中の変動額      

新株の発行 2,275,000   △200,000 2,075,000 

中間純損失（△） △5,383,931    △5,383,931 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額(純額) 

 △2,320 △2,320 ― △2,320 

中間会計期間中の変動額

合計（千円） 
△3,108,931 △2,320 △2,320 △200,000 △3,311,251 

平成 18 年６月 30 日残高

（千円） 
138,060 3,491 3,491 440,000 581,552 
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

  当社は、当中間会計期間において、

615,074 千 円 の 営 業 損 失 及 び

1,522,443千円に上る中間純損失を

計上しております。また、売上高も、

前中間会計期間は7,707,723千円の

計上であったものの、当中間会計期

間は4,471,001千円に留まり著しく

減少しております。これに加えて、

借入金及び社債の当中間会計期間末

残高は12,046,649千円に上り、その

返済に関して困難な状況となってお

ります。そのため、当社は継続企業

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、

営業面につきましては、ブランドバ

ンク事業を平成17年６月より発足さ

せ、フランチャイズ可能なブランド

を多数保有することによりブランド

に適合する立地開発を行う出店スタ

イルから、より立地に適合したブラ

ンドをあてはめるスタイルへと出店

施策を移行してまいります。また飲

食直営店舗については、既存ブラン

ドのブラッシュアップやより立地条

件に適合したブランドへの変更によ

り、不採算店舗の整理を促進してま

いります。さらに全ブランドの共通

食材の仕入統一化により仕入コスト

を削減し収益性向上を図る所存であ

ります。以上の方針で本業である営

業収益の改善を図る所存でありま

す。 資金面につきましても、割当

先をＦＣＩ投資事業有限責任組合、

払込期日平成17年８月29日として、

2,600,000千円の第三者割当による

新株式の発行を実施いたしました。

この他、年内を目処に3,000,000千円

の新株式の発行による増資を計画し

ております。 中間財務諸表は継続

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反映

しておりません。 

当社は、前事業年度において

7,487,851千円の当期純損失を計上

し、当中間会計期間においても

5,383,931千円中間純損失を計上し

ております。また、有利子負債残高

は、当中間会計期間末において

6,119,548千円に上り、その返済に関

して困難な状況になっております。

また、当社自体は債務超過ではない

ものの、平成18年５月１日付で純粋

持株会社に以降しており、当社ｸﾞﾙｰ

ﾌﾟ自体は1,482,595千円の債務超過

となっているため、当社は、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るために、

当社グループ全体での経営改善が必

要となります。当社では、当社およ

び当社子会社の経営状況を改善すべ

く以下の施策を展開してまいりまし

た。 

①不採算店舗の圧縮 

当社は前事業年度に引き続き、不

採算店舗を閉鎖したうえでの同業他

社等への店舗資産売却や店舗資産保

証金の流動化などの取り組みを実施

してまいりました。 

②コスト削減 

当社グループは、人員削減や給与

カットなどによる人件費の圧縮、東

京本社事務所の移転、札幌本社事務

所の縮小および店舗家賃引き下げ交

渉などによる地代家賃の引き下げ、

取引先との取引条件見直し、店舗水

道光熱費の引き下げなどにより、大

幅なコスト削減を行ってまいりまし

た。 

③既存業態のブラッシュアップ 

当社グループは、中核業態である

「高田屋」・「とり鉄」・「升屋」を中

心に、メニューの見直し、現場営業

力向上などの取り組みを実施してま

いりました。上記３業態につきまし

ては、売上前年比105％程度を維持し

ており、好調に推移いたしました。

また同時に、「暖中」・「ヤマダモンゴ

ル」などの業態についても、マーケ

ティングによる抜本的な見直しに着

手し、商品内容や価格帯の見直し、

店舗オペレーションの改善などの取

り組みを行っております。 

当社は、当事業年度において、

2,145,622 千 円 の 営 業 損 失 及 び

7,487,851千円に上る当期純損失を

計上しております。また、売上高も、

前事業年度は14,542,181千円の計上

であったものの、当事業年度は

9,301,762千円に留まり著しく減少

しております。これに加えて、借入

金及び社債の当事業年度末残高は

6,265,630千円に上り、その返済に関

して困難な状況になっております。

そのため、当社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、

営業面につきましては、直営不採算

店の閉鎖及びブランドの絞り込みを

行うとともに好調ブランドのノウハ

ウを他のブランドへ水平展開（ナレ

ッジ共有）を行うことにより、収益

力を強化しております。また、平成

18年２月から本格展開しております

自社物流体制により食材供給のリー

ドタイムの短縮や食材鮮度の確保な

ど食材購買力を強化するとともに、

配送コスト削減を行い、店舗の原価

率を削減し、収益性向上を図ってま

いります。さらに、本社経営管理本

部、運営統括本部を中心に配置転換、

余剰人員の削減等を実行し、本社経

費を圧縮してまいります。以上の方

針で本業である営業収益の改善を図

る所存であります。また、資金面に

つきましても、ジェイ・ブリッジ株

式会社等からの借入（平成18年３月

末時点2,300,000千円）及び新株予約

権の行使が予定されております。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

の影響を反映しておりません。 
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 ④飲食周辺事業への取り組み 

 当社グループは、飲食経営事業に

加え、その周辺事業にも取り組んで

おります。当中間会計期間において

は、平成18年２月より自社物流事業

を開始し、仕入食材原価の引き下げ

などに努めてまいりました。またFC

加盟開発やFC加盟店からのロイヤリ

ティによる収入も当社グループの収

益の柱と捉え、引き続き積極的に取

り組んでおります。 

 これらの施策につきましては、今

後更にスピードアップして取り組ん

でいく必要があり、まだまだ改善の

余地も残されておりますが、着実に

成果が現れ始めております。 

 資金面につきましては、平成18年

４月13日にジェイ・ブリッジ㈱が新

株予約権を行使したことにより、

2,075,000千円が投入されておりま

すが、現在更なる財務体質の強化を

目的として、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お

ります。 

 中間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

要な疑義の影響を反映しておりませ

ん。 
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

(1) たな卸資産 

 原材料・貯蔵品 

   最終仕入原価法 

(1) たな卸資産 

 原材料・貯蔵品 

同左 

(1) たな卸資産 

 原材料・貯蔵品 

同左 

 (2) 有価証券 

①子会社株式及び関連会

社株式 

移動平均法による原価

法 

(2) 有価証券 

①子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

(2) 有価証券 

①子会社株式及び関連会

社株式 

同左 

 ②その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は、全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定) 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

②その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は、全部資

本直入法により処理

し、売却原価は移動

平均法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原

価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

定率法 

 ただし、平成10年４月

１日以降取得した建物

(建物付属設備は除く)に

ついては、定額法 

 なお、主な耐用年数は

以下のとおりでありま

す。 

建物 ３～39年

構築物 ３～20年

車両運搬具 ２～６年

工具器具備品 ２～15年 

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

 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(５年)

に基づく定額法 

(2) 無形固定資産 

    同左 

(2) 無形固定資産 

    同左 

 (3) 長期前払費用 

 定額法 

(3) 長期前払費用 

    同左 

(3) 長期前払費用 

    同左 

 (4) ライセンス取得権利

金 

 定額法 

(4) ライセンス取得権利

金 

    同左 

(4) ライセンス取得権利

金 

      同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

３ 引当金の計上基準 (1)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

性を勘案し、回収不能見込

額を計上することとしてお

ります。 

   ―――――― 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2)投資損失引当金 

 当期より関係会社等への

投資に係る損失に備えるた

め、当該関係会社の財政状

態及び回収可能性を勘案し

て投資損失引当金を計上し

ております。 

 なお、当期に発生した投

資 損 失 引 当 金 繰 入 額

520,000千円は｢特別損失｣

に計上しております。 

(1)貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

    ――――― 

４ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップにつきま

しては、特例処理の要

件を満たしております

ので、特例処理を採用

しております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段… 

金利スワップ 

ヘッジ対象… 

借入金・社債の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段… 

同左 

ヘッジ対象… 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象 

ヘッジ手段… 

同左 

ヘッジ対象… 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

借入金・社債の利息相

当額の範囲内で市場金

利変動リスクを回避す

る目的で行っておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

       同左 

 

(3) ヘッジ方針 

       同左 

 (4) ヘッジ有効性の評価方

法 

特例処理によっており

ますのでヘッジの有効

性の判定は省略してお

ります。 

(4) ヘッジ有効性の評価方

法 

同左 

 

(4) ヘッジ有効性の評価方

法 

同左 
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項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

６ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成の

ための基本となる重

要な事項 

１ 繰延資産の処理方法 

(１) 新株発行費 

商法施行規則の定め

による最長期間(３

年)にわたり毎期均

等償却しておりま

す。 

１ 繰延資産の処理方法 

(１) 新株発行費 

同左 

１ 繰延資産の処理方法 

(１) 新株発行費 

同左 

 

 (２) 社債発行費 

    発生時に全額費用 

    として処理しており 

    ます。 

――――― (２) 社債発行費 

   発生時に全額費用 

   として処理しており 

ます。 

    

 ２ 消費税等の処理方法 

税抜方式によっており

ます。 

２ 消費税等の処理方法 

同左 

２ 消費税等の処理方法 

同左 

 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 加盟金売上の処理方法 

 ＦＣ本部である当社が加盟店か

ら受領するＦＣ加盟金の売上計上

基準については、従来、加盟金の入

金をもって売上を計上する方法に

よっておりましたが、当中間会計期

間から、加盟店の出店時に売上計上

する方法に変更いたしました。 

これは、近年の景気低迷の影響か

ら加盟契約後、早期の出店に至らな

い加盟店が多くあるため、出店を基

本とした事業構造に転換すること

により売上認識をより客観的・保守

的に行うためであります。 

この変更により、従来の方法によ

った場合に比較し、売上高が

1,480,200 千 円、 売 上 総 利益 が

1,152,450千円それぞれ減少し、営

業損失、経常損失及び税引前中間純

損失がそれぞれ1,152,450千円増加

しております。 

 

１ 固定資産の減損会計に係る会

計基準 

「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」（企業会計

審議会 平成14年８月９日））及び

「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 

企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）が、平成18年１月

１日以降開始する事業年度から適

用されることに伴い、当中間会計期

間より当該基準を適用しておりま

す。 

これにより、税引前中間純損失が

1,047,041千円増加しております。 

なお、減損損失累計額について

は、各資産の金額から直接控除して

おります。 

 

１ 加盟金売上の処理方法 

ＦＣ本部である当社が加盟店か

ら受領するＦＣ加盟金の売上計上

基準については、従来、加盟契約の

締結及び加盟金の入金をもって売

上を計上する方法によっておりま

したが、当事業年度から、加盟店の

出店時に売上計上する方法に変更

いたしました。 

これは、近年の景気低迷の影響か

ら加盟契約後、早期の出店に至らな

い加盟店が多くあるため、出店を基

本とした事業構造に転換すること

により売上認識をより客観的・保守

的に行うためであります。 

この変更により、従来の方法によ

った場合に比較し、売上高及び売上

総利益が1,448,800千円減少し、営

業損失、経常損失及び税引前当期純

損失が同額増加しております。 
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前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

２ リベート収入の処理方法 

 ＦＣ加盟店の食材仕入れに伴っ

て発生する仕入リベートは当社が

受領したものを、従来、営業外収益

のリベート収入として処理してお

りましたが、当中間会計期間から売

上高に計上する方法に変更してお

ります。 

これは、当社がビジネスの主軸を

従来の飲食事業から全角事業及び

飲食を取り巻く派生事業へと移行

しつつあり、このような経営戦略の

変更に従って、ＦＣの物流統括事業

から受領される収入は当社の主た

る事業の一環によるものと位置付

けられ、より適正な売上管理を実施

するために行ったものであります。 

 この変更により、従来の方法によ

った場合に比較し、売上高、売上総

利益が96,231千円それぞれ増加し、

営業損失は同額減少しております。

なお、経常損失及び税引前中間損失

に与える影響はありません。 

 

 

２ 貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準 

 当中間会計期間より、｢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）及び｢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141,552千円であります。 

なお、中間財務諸表規則の改正によ

り、当中間会計期間における中間貸

借対照表の純資産の部については、

改正後の中間財務諸表規則により

作成しております。 

 

２ リベート収入の処理方法 

 ＦＣ加盟店の食材仕入れに伴っ

て発生する仕入リベートは当社が

受領したものを、従来、営業外収益

のリベート収入として処理してお

りましたが、当事業年度から売上高

に計上する方法に変更しておりま

す。 

これは、当社がビジネスの主軸を

従来の飲食事業からＦＣ事業及び

飲食を取り巻く派生事業へと移行

しつつあり、このような経営戦略の

変更に従って、ＦＣの物流統括事業

から受領される収入は当社の主た

る事業の一環によるものと位置付

けられ、より適正な売上管理を実施

するために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法によ

った場合に比較し、売上高、売上総

利益が196,669千円それぞれ増加

し、営業損失は同額減少しておりま

す。なお、経常損失及び税引前当期

純損失に与える影響はありません。 
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表示方法の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

（中間貸借対照表関係） 

前中間期まで流動負債の「その他」に含めて表示して

いた「前受金」は、負債及び資本の合計額の100分の５を

超えることとなったため、当中間期末より区分掲記する

ことに変更しました。 

なお、前中間期末における「前受金」の金額は3,450

千円であります。 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

          

  

 

 

 

 

 

 

（中間貸借対照表関係） 

１ 立替金 

  前中間期まで流動資産の「その他」に含めて表示

していた「立替金」は、資産の合計額の100分の５を

超えることとなったため、当中間期末より区分掲記

することに変更しました。 

なお、前中間期末における「立替金」の金額は28,130

千円であります。 

２ 投資有価証券 

  前中間期まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示していた「投資有価証券」は、資産の合計

額の100分の５を超えることとなったため、当中間期

末より区分掲記することに変更しました。 

なお、前中間期末における「投資有価証券」の金額

は115,212千円であります。 

３ 長期貸付金 

前中間期まで投資その他の資産の「その他」に含

めて表示していた「長期貸付金」は、資産の合計額

の100分の５を超えることとなったため、当中間期末

より区分掲記することに変更しました。 

なお、前中間期末における「長期貸付金」の金額

は357,964千円であります。 

４ 前受金 

前中間期まで流動負債に区分掲記して表示してい

た「前受金」（当中間期末残高は5,675千円）は、負

債純資産合計の金額の100分の５以下となったため、

流動負債の「その他」に含めて表示することにいた

しました。 

          

（中間損益計算書関係） 

  前中間期まで営業外収益に区分掲記して表示して

いた「リベート収入」（当中間会計期間は25,472千円）

は、重要性が低下したため、当中間会計期間より「そ

の他」に含めて表示することにいたしました。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成17年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年６月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,769,379千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

381,342千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

2,512,412千円 

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務 

 (イ)担保に供している資産 

現金及び預金 81,872 千円 

関係会社株式 689,791  

敷金保証金 553,384  

投資その他資産

の「その他」 
500,000  

 計 1,825,048 千円  

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務 

 (イ)担保に供している資産 

現金及び預金 371,882 千円 

敷金保証金 383,008  

 計 754,890 千円  

※２ 担保に供している資産及びこ

れに対応する債務 

 (イ)担保に供している資産 

現金及び預金 371,877 千円 

敷金保証金 482,781  

 計 854,658 千円  

 (ロ)上記に対応する債務 

短期借入金 653,600 千円 

一年以内返済 

予定長期借入金 
825,592  

社債 1,750,000  

長期借入金 1,001,870  

保証債務 116,961  

 計 4,348,023 千円  

 (ロ)上記に対応する債務 
一年以内返済 

予定長期借入金 
472,694 千円 

長期借入金 300,328  

 計 773,022 千円  

 (ロ)上記に対応する債務 
一年以内返済 

予定長期借入金 
781,467 千円 

長期借入金 628,199  

保証債務 88,983  

 計 1,498,649 千円  

  この他に担保留保条項が付され

ている借入金は一年以内返済予定

長期借入金319,550千円、長期借入

金365,950千円であります。 

  この他に担保留保条項が付され

ている借入金は一年以内返済予定

長期借入金40,000千円でありま

す。 

  この他に担保留保条項が付され

ている借入金は一年以内返済予定

長期借入金314,300千円、長期借入

金202,950千円であります。 

 ３ 偶発債務(保証債務) 

 ① 関係会社の金融機関からの借

入に対して、次のとおり保証を

行っております。  

(株)オオカ 3,100 千円 

(株)暖中カンパニー 1,075,000  

 計 1,078,100 千円 

 ３ 偶発債務(保証債務) 

 ① 関係会社の金融機関からの借

入に対して、次のとおり保証を

行っております。  

(株)ブランドバンク 396,800 千円 

 計 396,800 千円 

 ３ 偶発債務(保証債務) 

 ① 関係会社の金融機関からの借

入に対して、次のとおり保証を

行っております。  

(株)ブランドバンク 850,200 千円 

 計 850,200 千円 
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前中間会計期間末 
(平成17年6月30日) 

当中間会計期間末 
(平成18年6月30日) 

前事業年度末 
(平成17年12月31日) 

② 関係会社のリース料未払債務に

対して次のとおり保証を行ってお

ります。 

  
 

③ 関係会社の仕入債務に対して次

のとおり保証を行っております。 

  (株)暖中カンパ 

ニー      21,856千円    

 
 

④ ＦＣ加盟先の割賦契約債務に対

して次のとおり保証を行ってお

ります。 

 
(株)プライム・リンク 47,523千円 

(株)さくらコマース 30,019 

(有)シトラス 17,849 

(株)アイエルキッズ 10,403 

田中石油ガス(株) 11,165 

 計 116,961千円  

(株)オオカ 1,321千円 
(株)暖中カンパニ

ー 
69,850 

 計 71,172千円 

② 関係会社のリース料未払債務に

対して次のとおり保証を行って

おります。 

 

③ 関係会社の仕入債務に対して次

のとおり保証を行っております。 

  (株)ＴＡＳＣＯ 

キャピタル    10,459千円 

 

 

④ ＦＣ加盟先の割賦契約債務に対

して次のとおり保証を行ってお

ります。  

(株)ブランドバンク 21,963千円 

 計 21,963千円 

  

(株)プライム・リンク 23,583千円 

(株)さくらコマース 15,700 

(株)アイエルキッズ 18,888 

田中石油ガス(株) 6,160 

 計 64,332千円 

② 関係会社のリース料未払債務に

対して次のとおり保証を行ってお

ります。 

 

 

 

 

 

③ 関係会社の仕入債務に対して次

のとおり保証を行っております。 

  (株)ブランドバンク 511千円 

 

 

 

④ ＦＣ加盟先の割賦契約債務に対

して次のとおり保証を行っており

ます。 
  

(株)ブランドバンク 43,266千円 

 計 43,266千円 

(株)プライム・リンク 34,632千円 

(株)さくらコマース 22,309 
(株)アイエルキッズ 23,571 

田中石油ガス(株) 8,470 

 計 88,983千円 

※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、流動負債の「そ

の他」として表示しております。 

※４ 消費税等の取り扱い 

       同左 

※４         

 

 

 

当中間期の発行株式数の増加 

発行年月日 発行形態 発行済株式数(株) 発行価格(円) 資本組入金額(円) 

平成 18年 4月 13日 第三者割当による

新株予約権の行使 

25,000  91,000  1,137,500,000  

当中間期合計 25,000  ─  1,137,500,000  
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(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

※１ 固定資産売却益の内容 
有形固定資産

の「その他」 
1,874千円 

 計 1,874千円  

      ※１ 固定資産売却益の内容 

有形固定資産の

「その他」 
2,629千円 

 計   2,629 千円  
※２ 固定資産売却損の内容 

建物及び構築物 238,034 千円 

有形固定資産の

「その他」 
62,980  

 計 301,015 千円  

※２ 固定資産売却損の内容 

建物及び構築物 1,147,947 千円 

有形固定資産の

「その他」 
134,700  

その他 886  

 計 1,283,534 千円  

※２  固定資産売却損の内容 

建物及び構築物 359,938 千円 

有形固定資産の

「その他」 
65,487  

 計 425,425 千円  

※３  固定資産除却損の内容 

建物及び構築物 142,525 千円 
有形固定資産の

「その他」 
14,927  

投資その他の資

産の「その他」 
34,375 千円 

 計 191,827 千円  

※３  固定資産除却損の内容 

建物及び構築物 46,309 千円 
有形固定資産の

「その他」 
2,350  

ソフトウェア 486,522  

原状回復費等 36,148  

 計 571,329 千円  

※３  固定資産除却損の内容 

建物及び構築物 305,349 千円 
有形固定資産の

「その他」 
2,726  

投資その他の資

産の「その他」 
34,375 千円 

 計 342,450 千円 
  

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 416,499千円 

無形固定資産 72,502千円  

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 135,916千円 

無形固定資産 83,460千円  

※４ 減価償却実施額 

有形固定資産 888,653千円 

無形固定資産 156,191千円  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※５ 減損損失 

  当中間会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損

失を計上しました。 

 場所 用途 種類 

東京、北海

道等 

直営店舗 建物、リー

ス資産等 

東京、北海

道等 

FC向け賃

貸店舗 

建物、リー

ス資産等 

当社は、キャッシュ・フローを生

み出す最小単位として直営店舗又は

ＦＣ向け賃貸店舗を基本単位として

グルーピングをしております。 

長期的な消費の落ち込みに加え、

店舗を取り巻く環境の急激な変化等

に対応しきれない上記資産グループ

の帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、減損損失1,047,041千円を特別損

失に計上いたしました。 

その内訳は、建物及び構築物   

921,805千円、有形固定資産の「そ  

の他」22,491千円、リース資産96,092

千円及び投資その他の資産の「その

他」6,652千円であります。 

なお、当該資産グループの回収可

能価額は使用価値により測定してお

ります。使用価値については将来キ

ャッシュ・フローを４％で割引いて

算定しております。 
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前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 

至 平成17年６月30日) 

 

当中間会計期間 

(自 平成18年１月１日 

至 平成18年６月30日) 

 

前事業年度 

(自 平成17年1月１日 

至  平成17年12月31日) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

※６ 店舗撤退損の内容 

経営資源を優良直営店舗及びＦＣ

部門へ注力するための、不採算店舗

の一括閉鎖に伴う損失であります。 

内容は以下のとおりであります。 

建物及び構築物 187,413 千円 

有形固定資産の

「その他」 
7,103  

リース契約中途

解約金 
49,036  

原状回復費等 171,694  

 計 415,248 千円 

   
 

※６ 店舗撤退損の内容 

経営資源を優良直営店舗及びＦＣ

部門へ注力するための、不採算店舗

の一括閉鎖に伴う損失であります。 

内容は以下のとおりであります。 

 

 

建物及び構築物売

却損 
1,683,235 千円 

有形固定資産の

「その他」の売却

損 

77,059  

敷金保証金売却損 334,034  

無形固定資産のそ

の他売却損 
5,651  

リース契約中途解

約金 
495,165  

原状回復費等 362,691  

 計 2,957,836 千円 
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(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ 借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 
 

 

有形固定 
資産の 

「その他」 
(千円) 

無形固定 
資産の 

「その他」 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

2,919,373 71,641 2,991,014

減価償却 
累計額 
相当額 

1,936,067 22,073 1,958,141

中間期末残高
相当額 

983,305 49,568 1,032,873

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ 借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

累計額相当額及び中間期末残高相

当額 
 

 

有形固定 
資産の 

「その他」 
(千円) 

無形固定 
資産の 

「その他」 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

675,944 69,046 744,990

減価償却 
累計額 
相当額 

486,136 34,523 520,659

減損損失 
累計額 
相当額 

44,396 ― 44,396

中間期末残高
相当額 

145,410 34,523 179,933

 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

１ 借主側 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額 
 

 

有形固定 
資産の 

「その他」 
(千円) 

無形固定 
資産の 

「その他」 
(千円) 

合計 
(千円) 

取得価額 
相当額 

2,919,372 71,641 2,991,014

減価償却 
累計額 
相当額 

2,157,130 29,348 2,186,478

期末残高 
相当額 

762,243 42,292 804,536

 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額  
１年以内 257,722 千円 

１年超 650,504  

 計 908,227 千円 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額等 

１年以内 62,486 千円 

１年超 148,234  

 計 210,720 千円 

  リース資産減損勘定の残高 

        33,297 千円 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

 
１年以内 248,490 千円 

１年超 431,399  

 計 679,889 千円  

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 318,956 千円  
減価償却費 

相当額 
269,721 千円  

支払利息相当額 25,523 千円  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額、

減損損失額及び支払利息相当額 

支払リース料 59,805 千円 
リース資産減損

勘定の取崩額 
62,795 千円 

減価償却費 

相当額 
42,183 千円 

減損損失額 96,092 千円 

支払利息相当額 2,982 千円 

(注)平成18年５月１日の会社分割に

より、一部のリース物件について、

㈱東京タスコ及び㈱札幌タスコへ移

転しております。リース資産減損勘

定の取崩高には移転したリース資産

減損勘定を含んで表示しておりま

す。 

(3) 支払リース料、減価償却費相当

額及び支払利息相当額 

支払リース料 549,646 千円 
減価償却費 

相当額 
498,058 千円 

支払利息相当額 40,641 千円  
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前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

   リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によ

っております。 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法 

 ・減価償却費相当額の算定方法 

   同左 

 ・利息相当額の算定方法 
   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法によってお

ります。 

 ・利息相当額の算定方法 
   同左 

 ・利息相当額の算定方法 
   同左 

２ 貸主側 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年以内 101,490千円 

１年超 248,167 

合計 349,658千円 

 (注) 上記はすべて転貸リース取

引に係る貸主側の未経過リー

ス料中間期末残高相当額であ

ります。 

なお、当該転貸リースはおお

むね同一の条件で第三者にリ

ースしているのでほぼ同額の

残高が上記の借主側の未経過

リース料中間期末残高相当額

に含まれております。 

２ 貸主側 

  未経過リース料中間残高相当額 

 

１年以内 42,630 千円 

１年超 106,398  

合計 149,028 千円 

 (注) 同左 

２ 貸主側 

  未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 96,096 千円 

１年超 163,441  

合計 259,538 千円 

 (注) 上記はすべて転貸リース取

引に係る貸主側の未経過リー

ス料期末残高相当額でありま

す。 

なお、当該転貸リースはお

おむね同一の条件で第三者に

リースしているのでほぼ同額

の残高が上記の借主側の未経

過リース料期末残高相当額に

含まれております。 

 

(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成17年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 中間貸借対照表計上額(千円) 時価(千円) 差額(千円) 

関連会社株式 689,791 774,070 84,279 

 

当中間会計期間末(平成18年６月30日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 

 

 

前事業年度末(平成17年12月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

1 株当たり純資産額 31,485 円 43 銭 723 円 78 銭 19,069 円 93 銭 

1 株当たり中間（当期） 

純損失(△) 
△18,444 円 22 銭 △29,666 円 16 銭 △68,700 円 04 銭 

    

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。   

   

潜在株式調整後 

1株当たり中間(当期)純利益 
  潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額につ

いては、潜在株式は存在

するものの１株当たり中

間純損失であるため記載

しておりません。  

潜在株式調整後 1 株当たり

中間純利益については、潜

在株式は存在するものの 1

株当たり中間純損失である

ため記載しておりません。 

（追加情報） 

当中間会計期間から、改正

後の「１株当たり当期純利

益に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 最終改正

平成 18 年１月 31 日 企業

会計基準第２号）及び「１

株当たり当期純利益に関す

る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 最終平

成 18 年１月 31 日 企業会

計基準適用指針第４号）を

適用しております。 

これによる影響はありませ

ん。 

 

 

（注）１株当たり中間（当期）純資産金額の算定上の基礎は、下記のとおりであります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 
1 株当たり純資産額 
 
中間貸借対照表の純資産
の部の合計額 

 
 
 
 

― 

 
 
 
 

581,552 千円 

 
 
 
 

― 

普通株式に係る純資産額 ― 141,552 千円 ― 

中間貸借対照表の純資産
の部の合計額と1株当たり
純資産額の算定に用いら
れた普通株式に係る中間
会計期間末の純資産額と
の差額の主な内訳 
 

新株予約権 ― 440,000 千円 ― 

普通株式の発行済株式数 
― 195,572.31 株 ― 

 普通株式の自己株式数 
― ― ― 

 1 株当たり純資産の算定に

用いられた普通株式の数 
― 195,572.31 株 ― 
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(注) １株当たり中間(当期)純損失(△)金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額 

算定上の基礎は、下記のとおりであります。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

 
1 株当たり中間(当期)純損失
(△) 
 
中間（当期）純損失(△) 
 

 
 
 
 

△1,522,443 千円 

 
 
 
 

△5,383,931 千円 

 
 
 
 

△7,487,851 千円 

普通株主に帰属しない金額 ― ― ― 

普通株式に係る中間（当期）
純損失(△) 

△1,522,443 千円 △5,383,931 千円 △7,487,851 千円 

期中平均株式数 82,543 株 181,483 株  108,993 株 

潜在株式調整後 

1株当たり中間(当期)純利益 
 
中間(当期)純利益調整額 

 
 普通株式増加数 
(うち新株予約権) 

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

 
 
 
 
 
 
 

― 
 

― 
(―) 

 
新株予約権３種類 

(新株予約権の数 485 個) 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 

― 
 

― 
(―) 

 
新株予約権２種類 

(新株予約権の数 5,336 個) 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

― 
 

― 
(―) 

   
新株予約権３種類 

(新株予約権の数 1,100 個) 
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(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日) 

１ 会社分割 

 平成17年８月26日開催の臨時株主

総会において、当社と㈱札幌メトロ

ビル（平成18年１月１日付で㈱札幌

タスコに商号変更。以下、「札幌タス

コ」とする。）との分割契約書及び東

京営業本部に関する分割計画書並び

に企画営業部に関する分割計画書に

ついて承認可決されました。このこ

とから、平成18年１月１日を期日と

して、当社グループの事業拡大を目

的とした、業務分掌に合致した組織

体制とその組織内での意思決定のス

ピードアップ及び各組織における責

任と権限の明確化を図り、自主独立

の運営を行うべく、事業会社4社と、

これらを統括しグループ全体の経営

戦略策定などの機能を担う持株会社

という体制へ移行することにいたし

ました。会社分割後の当社グループ

は、承継会社3社（㈱東京タスコ、プ

ラスネット㈱、㈱札幌タスコ）と、

同期日に㈱オオカを吸収合併する存

続後の㈱ブランドバンクの合計4社

の事業会社と、それらを総括する持

株会社㈱タスコシステムへ移行いた

します。 

（１）分割する事業の内容と規模 

①㈱東京タスコの承継事業 

   当社の東京営業本部の事業 

   （平成16年12月期売上高

12,651百万円） 

②プラスネット㈱の承継事業 

   当社の企画開発本部の事業 

   （平成16年12月期売上高778

百万円） 

③㈱札幌タスコの承継事業 

   当社の札幌営業本部の事業 

   （平成16年12月期売上高4,322

百万円） 

（２）会社分割の形態 

    当社を分割会社とし、新設す

る㈱東京タスコ及びプラスネ

ット㈱を承継会社とする分社

型新設分割並びに㈱札幌メト

ロビルを承継会社とする分社

型吸収分割といたします。 

 （３）承継会社の概要 

 ①㈱東京タスコ 

事業内容 

首都圏を中心とした地区にお

  １ 会社分割 

平成17年12月６日開催の臨時取締

役会において、延期の決議がなされた

会社分割（平成17年８月26日臨時株主

総会にて承認可決）について、平成18

年２月10日開催の取締役会において

再開の決議がなされております。会社

分割時期は平成18年４月末を目処と

しております。 

 この会社分割により、当社グループ

は、承継会社３社（㈱東京タスコ、プ

ラスネット㈱、㈱札幌タスコ）と、㈱

TASCOキャピタル、㈱ブランドバンク

の合計５社の事業会社と、それらを総

括する純粋持株会社である当社とい

う持株会社体制へと移行いたします。 

 平成17年８月26日開催の臨時株主

総会において承認可決された当社と

㈱札幌メトロビルとの分割契約書及

び東京営業本部に関する分割契約書

並びに企画開発本部（現 事業戦略推

進本部）に関する分割契約書の概要は

以下のとおりであります。 

(1)  (1) 分割する事業の内容と規模 

 ①㈱東京タスコの承継事業 

  当社の東京営業本部の事業 

  (平成16年12月期売上高12,651百 

万円) 

  ②プラスネット㈱の承継事業 

  当社の企画開発本部の事業 

  (平成16年12月期売上高788百 

万円) 

  ③㈱札幌タスコの承継事業 

  当社の札幌営業本部の事業 

  (平成16年12月期売上高4,322百 

万円) 

(2) 会社分割の形態     

当社を分割会社とし、新設する㈱

東京タスコ及びプラスネット㈱を

承継会社とする分社型新設分割並

びに㈱札幌メトロビルを承継会社

とする分社型吸収分割といたしま

す。 

(3) 承継会社の概要 

   ① ㈱東京タスコ 

事業内容 

首都圏を中心とした地区におけ

る飲食店経営及びフランチャイ

ズ本部の運営等 

本店所在地 東京都中央区 

資本金    90百万円 
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ける飲食店経営及びフランチ

ャイズ本部の運営 

   本店所在地 東京都中央区 

   資本金   90百万円 

   資産・負債及び資本の額（平

成17年6月末現在） 

資産額 7,338百万円 

   負債額 1,298百万円 

   資本の額6,039百万円 

       従業員数    約168名 

   大株主 ㈱タスコシステム

100％ 

②プラスネット㈱ 

   事業内容 

   食料品及び飲料品の販売、情

報処理サービス及び情報提供

サービス、フランチャイズチ

ェーン店の加盟店募集及び加

盟店の指導業務、フランチャ

イズ事業に関するコンサルテ

ィング 

本店所在地 札幌市中央区 

   資本金    90百万円 

   資産・負債及び資本の額（平

成17年6月末現在） 

   資産額 4,167百万円 

   負債額 1,633百万円 

   資本の額2,534百万円 

    従業員数     約30名 

   大株主 ㈱タスコシステム

100％ 

③㈱札幌タスコ 

   事業内容 

   北海道を中心とした地区にお

ける飲食店経営及びフランチ

ャイズ本部の運営 

   本店所在地 札幌市中央区 

   資本金   130百万円 

   資産・負債及び資本の額（平

成17年6月末現在） 

   資産額 2,716百万円 

   負債額   429百万円 

   資本の額2,287百万円 

従業員数    約143名 

   大株主 ㈱タスコシステム 

100％ 

２ 重要な営業の譲受 

当社は株式会社暖中カンパニーか

ら、同社の首都圏を中心とした地区

における飲食店経営（「ピンクの豚」

事業を除く）及びフランチャイズ本

部の運営に関する事業を、上述の会

社分割をより明確な組織にするた

め、当社事業と統合すべく同社の営

業の一部を譲受けました。 

(1)譲受ける相手会社の名称 

資産・負債及び資本の額(平成16

年12月末現在) 

  資産額  7,145百万円 

  負債額  1,254百万円 

  資本の額 5,891百万円 

  従業員数   約168名 

  大株主 ㈱タスコシステム 

      100％ 

② プラスネット㈱ 

 事業内容 

 食料品及び飲料品の販売、情報処理

サービス及び情報提供サービス、フラ

ンチャイズチェーン店の加盟先募集及

び加盟先の指導業務、フランチャイズ

事業に関するコンサルティング等 

 本店所在地 札幌市中央区 

 資本金    90 百万円 

 資産・負債及び資本の額(平成16年

12 月末現在) 

  資産額  4,044 百万円 

  負債額   152 百万円 

  資本の額 3,892 百万円 

  従業員数    約 30 名 

  大株主 ㈱タスコシステム 100% 

③ ㈱札幌タスコ 

 事業内容 

 北海道を中心とした地区における飲

食店経営及びフランチャイズ本部の運

営等 

 本店所在地 札幌市中央区 

 資本金    130 百万円 

 資産・負債及び資本の額(平成 

16 年 12 月末現在) 

  資産額  2,564 百万円 

  負債額   329 百万円 

  資本の額 2,235 百万円 

  従業員数    約 143 名 

  大株主 ㈱タスコシステム 100% 

 ２  ストックオプション 

    平成 17年 12月 22 日開催の臨時株主

総会及び平成 18年１月 17日開催の取

締役会の決議に基づき、平成18年１月

17日付で当社及び当社子会社の取締役

約及び監査役並びに従業員に対して、

商法第280条ノ21に基づき新株予約権

(ストックオプション)の付与をいたし

ております。 

 当該ストックオプションの概要は以

下のとおりであります。 

 (1) 株式の種類  普通株式 

 (2) 新株発行の予定株式数   

5,000 株 

 (3) 発行価額 

   無償で発行するものとする。 

 (4) 対象者 

  当社及び当社子会社の取締役、監査役

及び従業員 

 (5) 権利行使期間 

    平成 18年１月 18日から平成 23年

１月 17日までとする。 
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 株式会社暖中カンパニー（平成

17年７月26日開催の同社臨時株

主総会にて株式会社ブランドバ

ンクに商号変更しております） 

(2)譲受ける事業の内容 

 「暖中」「炭一鉄」「オリエンタ

ル・グリル トーキョー」「ヤマダ

モンゴル」「ジャン軒」「ジェロニ

モ」「北海道倶楽部」の店舗運営及

びフランチャイズ事業に関する営

業 

(3)譲受ける資産・負債の額 

 （単位 百万円） 

資産項目 価額 負債項目 価額 

流動資産 8 流動負債 2 
固定資産 1,370 固定負債 12 
合計 1,378 合計 15 

(4)譲受の時期 

 営業譲渡契約書締結、営業譲渡

日及び当社の営業譲渡契約締結

承認取締役会決議 

  平成17年７月26日 

(5)その他 

 譲受けた営業については、当社

東京営業本部に吸収し、上述の

分割期日をもって株式会社東京

タスコへ分割する予定でありま

す。 

３ 第三者割当による新株発行 

当社は、平成17年８月26日開催

の臨時株主総会決議に基づき、第

三者割当増資を実施いたしまし

た。 

(1) 第三者割当増資の概要 

 ①発行新株式数 

  普通株式 32,500株 

 ②発行価額 

  １株につき 80,000円 

 ③発行価額の総額 

  2,600,000千円 

④資本組入額 

  １株につき 40,000円 

 ⑤払込日 

  平成17年８月29日 

⑥新株の配当起算日 

  平成17年７月１日 

⑦割当先及び株式数 

  ＦＣＩ投資事業有限責任組合

32,500株 

⑧新株式の継続所有の取決めに関

する事項 

  割当先が効力発生日から２年以

内に割当株式の譲渡を行った場

合には当社へ報告する旨の確約

が付されております。 

(2) 増資後の発行済株式総数及び資

本金 

３ 資産の譲渡、業務委託契約の締結 

当社は、平成 18年２月 27日付で、

資産利用の効率化及び経営資源の一層

の効果的な活用を目的として、当社の

管理物件のうち、賃貸人から合意を得

た店舗賃貸に関する権利及び当該店舗

資産を店舗流通ネット㈱に譲渡すると

ともに、当該店舗の運営に関する業務

受託の契約を締結しました。 

 なお、概要は次のとおりであります。

  (1)  資産の譲渡契約 

   ① 譲渡する相手方の名称  

店舗流通ネット㈱ 

   ② 譲渡資産の種類  

23 店舗の建物、工具器具備品 

及び敷金保証金 

   ③  契約日 平成 18年 2月 27日 

   ④  譲渡日 平成 18年 2月 28日 

   ⑤  譲渡価額 782 百万円 

（消費税抜） 

  (2)  業務委託契約 

   ①  契約の相手方の名称  

店舗流通ネット㈱ 

   ②  契約日 平成 18年 2月 27日 

   ③  契約内容 譲渡した店舗の運 

営業務の受託 

   ④  当該契約の営業活動等に与え 

る影響  

当該契約の業績に与える影響 

は軽微であります。 

４ 多額の資金の借入 

当社は、決算日後において、下記 

のとおり総額 2,300,000 千円の借 

入を実施しております。 

 (1)  平成 18年 1月 27日締結 

   ① 借入金額 400,000 千円 

  ② 借入日 平成 18年 1月 27日 

   ③ 借入先 機動建設工業㈱ 

   ④ 利率 年 4.9％ 

   ⑤ 返済方法 期日一括 

   ⑥ 返済期限 平成18年３月15日

   ⑦  資金の使途 運転資金 

  ⑧  担保提供資産又は保証の有無 

該当事項はありません。 

 (2)  平成 18年 1月 30日締結 

   ①  借入金額 500,000 千円 

   ②  借入日 平成 18年 1月 30日 

   ③  借入先 ジェイ・ブリッジ㈱ 

   ④  利率 年 3.5％ 

   ⑤  返済方法 期日一括 

   ⑥  返済期限 平成 18年３月６日 

   ⑦  資金の使途 運転資金 

   ⑧  担保提供資産又は保証の有無 

該当事項はありません。 

(3) 平成 18年２月 27日締結 

   ①  借入金額 400,000 千円 

   ②  借入日 平成 18年２月 27日 

   ③  借入先 ジェイ・ブリッジ㈱ 

   ④  利率 年 3.5％ 

   ⑤  返済方法 期日一括 



  72

  発行済株式総数 133,072.31株 

  資本金     3,827,178千円

(3) 増資の理由及び資金の使途等 

 割当先であるＦＣＩ投資事業有

限責任組合の無限責任組合員で

あるフランチャイズ・インキュ

ベーション株式会社との業務提

携のためであります。概算手取

額2,584,913千円は、業務提携な

どを含めた広義のＭ＆Ａ資金に

充当する予定であります。 

(4) 割当先の概要 

 ①割当先の名称 

  ＦＣＩ投資事業有限責任組合 

 ②所在地 

  東京都千代田区九段北一丁目４

番７号 

 ③代表者 

  無限責任組合員 

  フランチャイズ・インキュベー

ション株式会社 

  代表取締役社長 黒川孝雄 

 ④資本の額 

  ０円 

⑤事業の内容 

  投資事業 

 ⑥大株主及び持株比率 

  該当事項はありません。 

 ⑦当社との関係 

  該当事項はありません。 

(5)増資後の大株主構成 
順
位 

株主名 所有株式数 所有割合 

１ ＦＣＩ投資事業
有限責任組合 

32,500株 24.42% 

２ 高田貴富 17,210株 12.93% 

３ ㈱タカダインダ
ストリー 

6,500株 4.88% 

４ 伊藤忠商事㈱ 2,666株 2.00% 
５ 日本製粉㈱ 2,400株 1.80% 

（注）上記は平成17年６月30日現在

の株主名簿を基に、その後の各株主

からの届けを加味して作成したもの

であります。 

４ 新株予約権付社債の新株予約権 

行使 

 当中間会計期間終了後、平成17年

８月31日までに2012年満期ユーロ円

建転換社債型新株予約権付社債の新

株予約権行使が行われました。その

概要は以下のとおりであります。 

(1)行使額（新株予約権付社債の減少

額、資本等の増加額） 

 690,000千円 

(2)増加した株式の種類及び株数 

 普通株式 7,493.84株 

(3)新株の配当起算日 

 平成17年７月１日 

(4)新株予約権付社債の減少による

支払利息の減少見込み 

   ⑥  返済期限 平成18年４月27日

⑦  資金の使途 運転資金  

  ⑧  担保提供資産又保証の有無  

   該当事項はありません。 

 (4) 平成 18年３月６日締結 

① 借入金額 500,000 千円 

② 借入日 平成 18年３月６日 

③ 借入先 ジェイ・ブリッジ㈱ 

④ 利率 年 3.5％ 

⑤ 返済方法 期日一括 

⑥ 返済期限 平成18年４月28日

⑦ 資金の使途 運転資金 

⑧ 担保提供資産又保証の有無 

該当事項はありません。 

 (5) 平成 18年３月 29日締結 

① 借入金額 500,000 千円 

② 借入日 平成 18年３月 29日 

③ 借入先 ㈱篠崎屋 

④ 利率 年 2.5％ 

⑤ 返済方法 期日一括 

⑥ 返済期限 平成18年７月29日

⑦ 資金の使途 運転資金 

⑧ 担保提供資産又保証の有無 

該当事項はありません。 

 



  73

 本社債には利息が付されていな

いため、該当ありません。 

５ 新株予約件付社債の買入消却 

  平成17年３月９日に発行しまし

た2012年満期ユーロ円建転換社債

型新株予約権付社債に関して、平成

17年８月22日から平成17年10月24

日までの間に、額面金額の125%にて

残存する全ての本新株予約権付社

債を、複数回に分けて買入消却する

ことを平成17年８月19日開催の当

社取締役会において決議し、平成17

年８月23日及び31日において、額面

総額1,060,000千円を償還しており

ます。 

(1) 償還した社債の銘柄 

   2012年満期ユーロ円建転換社

債型新株予約権付社債 

(2) 償還した社債の額面総額（平成

17年８月31日現在） 

   1,060,000千円 

(3) 償還の為の資金調達の方法 

   自己資金より充当 

 (4) 新株予約権付社債の減少による 

支払利息の減少見込額 

本社債には利息が付されていな 

いため、該当ありません。 

(5) その他 

  当該事象に伴い、平成17年８月23 

日に30,000千円、平成17年８月31

日に235,000千円を社債買入消却

損として計上しております 
６ 関連会社の株式譲渡 

 平成17年９月15日開催の取締役会

において、当社の関連会社である株

式会社プライム・リンクの株式を譲

渡することを決議し、同日付で同社

株式を全て譲渡いたしました。 
(1) 株式譲渡の理由 

当社は株式会社プライム・リンク

への資本提携を行うことにより、

同社との関係を強固にし、同社と

の相乗効果による事業の拡大を目

指しておりましたが、両社を取り

巻く事業環境の相違から、最大限

の相乗効果を得るには相当の時間

を費やすものと考え、当社グルー

プ内での体制の強化及び他企業と

の業務提携を進めることに財務資

源を充当することにより、当社グ

ループの収益拡大を目指すためで

あります。 

(2) 譲渡先の概要 

①名称 有限会社ジュピターイン 

ベストメント 

②所在地 東京都渋谷区渋谷二丁 
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目15番１号 

③代表者 取締役 江守 善昭 

④資本金の額 3,000千円（平成17 

年７月８日現在） 

(3)譲渡の日程 

①譲渡契約締結日 

 平成17年９月15日 

② 受渡日 

 平成17年９月15日 

(4)異動する関連会社の概要 

①名称  

株式会社プライム・リンク 

②所在地 

東京都港区芝浦四丁目17番３号 

③代表者  

代表取締役社長 土屋 晃 

④資本金の額 

 873,014千円（平成17年３月31日 

  現在） 

 ⑤事業概要 

 フランチャイズチェーン店の経営 

  及びエリアフランチャイズ本部の 

  運営 

 ⑥取引内容 

 当社の保有するブランドのフラン 

  チャイズ店舗の運営 

(5)譲渡する株式の数及び譲渡価額 

  株式の数  12,966株 

  譲渡価額 881,688千円 

(6)譲渡損益 

  譲渡益   191,896千円 

(7)譲渡後の議決権保有比率 

   保有株式を全て譲渡したため、該 

当事項はありません。 

 

 
（２）その他 
 該当事項はありません。 
 


