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平成 19 年８月 21 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 山本 健一郎 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2709） 
問合せ先 執行役員経営企画室兼広報・IR 室 室長 三井 規彰 

電話 03－5572－6011 
 

特別損失及び特別利益の発生並びに 
平成 19 年 12 月期 中間業績予想の修正に関するお知らせ 

  

当社は、平成19年12月期中間期において、関係会社に対する時価評価による投資損失引当金や未収入金に対

する貸倒引当金計上に伴う損失を中心とした特別損失を計上し、物件解約済差入保証金の未返還分が返還され

たこと等に伴う過年度修正益を特別利益として計上することと致しました。この特別損失及び特別利益計上や

最近の業績動向等を踏まえて、平成19年２月28日付当社「平成18年12月期決算短信（連結）」及び同日付当社

「平成18年12月期個別財務諸表の概要」にて公表致しました平成19年12月期中間期（平成19年１月１日～平成

19年６月30日）の業績予想を、下記のとおり修正しましたのでお知らせ致します。 

 

記 
 

１．特別損失及び特別利益の発生及びその内容 

当社は、平成 19年５月 22日付発表の固定資産の譲渡に伴う特別損失として 20百万円、平成 19年６月

28 日付発表の固定資産の譲渡に伴う特別損失として５百万円を既に計上しておりますが、中間期を見据

えて内容を十分に検討した結果、より保守的な見地に立ち保有資産等の評価を行ったことにより、3,654

百万円の特別損失を追加計上することと致しました。その結果、当連結中間期では、合計 1,682 百万円の

特別損失を計上する見込みです。 

また、平成 19 年５月 22日付発表の固定資産の譲渡に伴う特別利益として 56 百万円及び投資有価証券

売却益及び過年度損益修正益などによる特別利益として 69 百万円、平成 19 年６月 29 日付発表のＦＣ加

盟契約の一部の合意解約に伴う特別利益として 68百万円を既に計上しておりますが、18百万円の特別利

益を追加計上することと致しました。その結果、当連結中間期では、合計 211 百万円の特別利益を計上す

る見込みです。 
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    （1）当中間期における主な特別損失の内訳と合計              （単位：百万円）                               

中間期 
勘定科目 

連結 個別 
備 考 

①固定資産売却損 ５ ５ 平成 19 年６月 28 日発表済 

②固定資産除却損 94 43   

③投資損失引当金繰入額 － 505   

④貸倒引当金繰入額 1,277 2,863   

⑤投資有価証券評価損、過年度損益修正損など 111 109 
内 20 百万円は平成 19 年５月 22日

発表済 

⑥店舗撤退損などその他 194 154   

合 計 1,682 3,680   

※固定資産除却損について 

当社子会社が運営する飲食事業の各店舗において陳腐化した調理器具の一括入替に伴う特別償

却額 32百万円、撤退店舗にかかる減損処理 61百万円を当中間期において特別損失に計上いたしま

した。個別決算では減損処理 43百万円を計上しております。 

※投資損失引当金繰入額 

当中間期において、当社が保有する当社子会社の株式について、時価の徹底的な再評価を行い、

評価差額を保守的見地から投資損失引当金として計上いたしました。個別決算上の措置であり、連

結上は相殺されます。 

※貸倒引当金繰入額 

当中間期において、当社グループの保有資産を徹底的に見直した結果、保守的見地から貸倒引当

金追加計上を行いました。グループ各社の個別決算上の総額は 3,013 百万円の繰入になりましたが、

個別では 2,863 百万円、連結上は相殺額 1,736 百万円を除き 1,277 百万円となっております。 

※投資有価証券評価損、過年度損益修正損など 

当中間期において、当社が保有する投資有価証券を時価評価した結果、投資有価証券評価損 49

百万円等を追加計上することにより、合計 111 百万円の特別損失を計上いたしました。 
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 （２）当中間期における主な特別利益の内訳と合計              （単位：百万円） 

中間期 
勘定科目 

連結 個別 
備 考 

①固定資産売却益 56 56 平成 19 年５月 22 日発表済  

②投資有価証券売却益 52 52 平成 19 年５月 22 日発表済  

③加盟金取崩額 68 － 平成 19 年６月 29 日発表済  

④過年度損益修正益 34 ８ 
内８百万円は平成19年５月22日発

表済  

合 計 211 116   

※投資有価証券売却益について 

     当中間期において、当社が保有していた有価証券の売却益 52 百万円を追加計上しております。

その結果、連結及び個別決算上は 52百万円が計上される見込みです。 

※過年度損益修正益について 

当中間期において、解約済差入保証金の未返還分が返還されたこと等により過年度修正益として

18百万円を追加計上しております。その結果、連結決算上は 34百万円、個別決算上は８百万円と

なる見込みです。 

 

２．平成 19年 12 月期 中間期業績予想の修正（平成 19年１月１日～平成 19年６月 30日） 

(１)  連結業績予想 

                                        （単位：百万円） 

 売 上 高 経 常 利 益 中 間 純 利 益 

前回予想（Ａ） 5,017 △100 △576 

今回修正（Ｂ）     4,670   △1,067  △2,547 

増減額（Ｂ－Ａ）   △346    △967  △1,971 

増 減 率 △6．9％ － － 

(ご参考) 

平成18年12月期中間期実績 

 

4,814 

 

△1,097 

 

△6,237 

 

（２）個別業績予想 

                                        （単位：百万円） 

 売 上 高 経 常 利 益 中 間 純 利 益 

前回予想（Ａ） 443 △99 △575 

今回修正（Ｂ）     553    △547   △4,112 

増減額（Ｂ－Ａ）    110   △448  △3,537 

増 減 率 24．8％ － － 

(ご参考) 

平成18年12月期中間期実績 

 

2,728 

 

 △779 

 

△5,383 
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（３）業績予想修正の理由 

当社は、平成 18年 12 月期を「リストラの第一期」と位置づけ、徹底的な資産リストラを行うとと

もに、当社主力ブランドである『高田屋』、『とり鉄』、『升屋』を中心に業態の再生に注力し、業態、

店舗及び保有資産の「選択と集中」を行ってまいりました。そして、平成 19年 12 月期については、｢リ

ストラの最終期｣と位置づけ、「原点回帰・本業集中｣による収益黒字化を目標に掲げ、これを必達の上

で、平成 20年 12 月期において磐石な収益・財務基盤を構築し、当社グループの完全なる再生とすべ

く全社一丸となって邁進しております。 

平成 19 年 12 月期におきましては、目標である収益黒字化をより確実なものとするため、当社の主

力ブランドである『高田屋』、『とり鉄』、『升屋』のうち、売上、収益面において当社№１の創業ブラ

ンドである、そば居酒屋の『高田屋』を中心に経営資源を投入していく方針を固めております。あわ

せて、当社事業の再生を加速し、当社グループの各事業が今後更なる発展を遂げていくために、当社

が投下する経営資源のみならず、事業展開面において、より多くの外部パートナーからの支援をいた

だくことが必要不可欠であると判断し、戦略的な業務提携等を推進しております。 

そのような中で、連結売上高につきましては、平成 19 年 12 月期中間期までに当社飲食事業におけ

る直営店の新店出店がなかったことから、4,670 百万円となる見込みであるため、当初予想を若干下

回る予定です。 
一方、利益につきましては、各プロジェクトの進捗管理強化や平成 18 年 11 月に公表した株主優待

制度の変更による株主優待コスト削減を始めとした経費圧縮を引き続き強化しているものの、資本政

策に関連した手数料等の増加や、平成 18 年 12 月末における株主数が予想以上に増加したことに伴い

株主優待コストが月間平均 40 百万円になるなど、当初計画以上に費用が増加する見込みです。 
また、上述したように、より保守的な見地に立ち保有資産等の評価を行ったことにより、投資損失

引当金、貸倒引当金繰入額などの特別損失を計上することから、連結・単体とも当初予想していた経

常利益、当期純利益を大幅に下回る見通しです。 
 

３．債務超過について 

          当社は、平成 17年 12 月期より当社事業の抜本的な改革を実施しており、その過程で

ある平成 18年 12 月期においては、改革の最終段階と位置づけ、大規模なリストラク

チャリングを計画し、人員削減をはじめとする販売管理費の削減をドラスティックに実施、さらに保有資

産の抜本的な見直しにより、不良採算店舗の追加撤退を決め、少数精鋭の贅肉を落とした筋肉質の店舗体

制の構築を行ってまいりました。同時に、平成 18 年度第４四半期においては二度の資本政策の実施によ

り資本の増強を図ってまいりましたが、当社が予定していた以上の減損損失の追加や、これまで計上を行

っていなかった株主優待制度に対する引当金の計上を求められるなど、当社と監査法人との見解の相違に

より、平成 18年 12 月期連結決算においては、約 1,610 百万円の債務超過となっております。 

平成 19 年 12 月期においては、早期に債務超過解消の目処をつけることを目的として、平成 19 年５月

に資本政策を実施いたしました。第三者割当による新株式の発行により約 2,000 百万円、及び同時に発行

した転換社債について本日までに株式に転換された約100百万円との合計約2,100百万円が資本増強され

ております。しかしながら、平成 19年 12 月期中間期連結決算において、2,547 百万円の連結当期純損失

を計上することにより、連結財務諸表では約 1,934 百万円の債務超過となる見込みであることをお知らせ

いたします。 

従いまして、平成 19年 12 月期中に確実に債務超過を解消すべく、当社の投入する経営資源は収益性の

高い『高田屋』事業に集中し、その他のブランドについては戦略的な業務提携等の推進により収益性を高

めていく方針を既に打ち出しております。あわせて、本部コストのより一層の削減により、月次ベースで
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の営業損益の早期黒字化に向けて、全社一丸となり取り組んでまいります。 

また、資本充実策として、引き続きシナジー創出可能な事業会社との業務・資本提携の検討を進めると

ともに、当社保有資産の売却等についても検討しております。詳細については内容が決まり次第お知らせ

をいたします。 

 

４．今後の見通し 

  平成 19年 12 月期通期の業績につきましては、当中間期での約 1,934 百万円の債務超過を受けて、当期中

に確実に債務超過を解消するべく、現在、従来より鋭意検討を進めているシナジー創出可能な事業会社との

業務・資本提携に加えて、財務体質の強化に繋がる当社保有資産の売却についても視野に入れ、各方面との

協議を進めております。従いまして、平成 19年２月 28日に発表した通期業績予想については、資本政策や

資産売却の方向性が固まった時点で見直しを検討いたします。 

 

以上 


