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１．平成19年６月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 4,670 △3.0 △558 － △1,064 － △2,508 －

18年６月中間期 4,814 △15.2 △995 － △1,097 － △6,237 －

18年12月期 9,849 △8.0 △1,884 － △2,142 － △8,255 －

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

円 銭 円 銭

19年６月中間期 △7,547 37 － －

18年６月中間期 △34,370 81 － －

18年12月期 △41,965 46 － －

（参考）持分法投資損益 19年６月中間期 －百万円 18年６月中間期 －百万円 18年12月期 －百万円

(2）連結財政状態

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

19年６月中間期 5,895 △1,950 △34.8 △4,435 75

18年６月中間期 7,813 △1,482 △24.7 △9,830 61

18年12月期 5,811 △1,610 △28.3 △5,569 55

（参考）自己資本 19年６月中間期 △2,054百万円 18年６月中間期 △1,922百万円 18年12月期 △1,645百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

19年６月中間期 △1,406 △1,258 2,590 278

18年６月中間期 △1,965 △543 1,541 978

18年12月期 △2,762 △424 1,595 353

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年12月期 － － － － － － － － － －

19年12月期 － － － － － － － － － －

19年12月期 (予想) － － － － － － － － － －

３．平成19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(％表示は対前年増減率)

 売上高 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 ％ 円 銭 

通期 10,405 5.6 41 － △433 － △1,499 52
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）中間連結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（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、27ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年６月中間期 463,056.31株 18年６月中間期 195,572.31株 18年12月期 289,133.31株

②　期末自己株式数 19年６月中間期 0株 18年６月中間期 0株 18年12月期 0株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、46ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年６月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年６月中間期 553 △79.7 △95 － △544 － △4,072 －

18年６月中間期 2,728 △39.0 △707 － △779 － △5,383 －

18年12月期 3,305 △64.5 △1,060 － △1,234 － △6,354 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年６月中間期 △12,255 41

18年６月中間期 △29,666 16

18年12月期 △32,304 94

(2）個別財政状態

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

19年６月中間期 5,267 △403 △9.6 △1,096 88

18年６月中間期 7,962 581 1.8 723 78

18年12月期 6,776 1,500 21.6 5,189 16

（参考）自己資本 19年６月中間期 △507百万円 18年６月中間期 141百万円 18年12月期 1,464百万円

 ２．平成19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

（％表示は対前期増減率） 

 売上高 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 ％ 円 銭 

通期 1,109 △66.4 65 － △409 － 1,417 63

 

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において把握可能な情報に基づき作成した見込みであり、リスクや不確実性を

含んでおります。実際の業績は今後様々な要因により、予想数値と大きく異なる結果となる可能性があります。
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１．経営成績
 1）経営成績に関する分析

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、８月に発表された内閣府の月例経済報告によると、景気は生産の一部

に弱さは見られるものの回復しており、企業収益改善による設備投資の増加、雇用情勢の改善により個人消費は持ち

直しているとの状況です。

  当社グループの属する飲食・外食業界においてはファーストフード業態を中心に伸長を続けておりますが、居酒屋

業態におきましては、新規出店効果により、全体では伸びているものの既存店におきましては、競合他社との厳しい

顧客獲得競争により非常に厳しい状況で推移しております。

  このような環境の中、当社グループは前連結会計年度に引き続き直営店舗でのスクラップアンドビルドを推し進め

主力である飲食経営事業の収益性向上を推進しつつフランチャイズ関連事業にも注力してまいりました。

  その結果、当中間連結会計期間末の直営店舗数は64店舗（前中間連結会計期間は67店舗）となりました。

  上記の結果、飲食経営事業における売上高（各セグメント間の内部売上高を含む）は、3,190百万円（前年同期比　

7.1％減）、営業利益は143百万円（前年同期は222百万円の赤字）となりました。

  物流事業における売上高（各セグメント間の内部売上高を含む）は、1,970百万円（前年同期比26.8％増）、営業利

益は34百万円（前年同期は0百万円）となりました。

  その他事業につきましては、売上高（各セグメント間の内部売上高を含む）129百万円（前年同期比51.6％減）、営

業損失は200百万円（前年同期は180百万円の赤字）となりました。

  これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は4,670百万円（各セグメント間の内部売上高消去後）（前年同期比

3.0％減）と減収となり、営業損失558百万円（前年同期は995百万円の赤字）、経常損失は1,064百万円（前年同期は

1,097百万円の赤字）となりました。

  また、当社グループ保有資産の徹底的な見直しによる保守的見地からによる貸倒引当金の繰入、固定資産の除売却

損等による特別損失合計1,654百万円を計上したことにより、当期純損失は2,508百万円（前年同期は6,237百万円の赤

字）となりました。

   平成19年12月期の業績につきましては、当中間期での約1,950百万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。

 

 2）財政状態に関する分析

  (1)資産、負債及び純資産の状況

　当中間期末の連結ベースでの総資産につきましては、前中間連結会計期間末に比べ、1,917百万円減少し、当中間

連結会計期間末には、5,895百万円となりました。

  負債につきましては、前中間連結会計期間末に比べ、1,450百万円減少し、当中間連結会計期間末には、7,845百

万円となりました。

  純資産につきましては、前中間連結会計期間末に比べ、467百万円減少し、当中間連結会計期間末には、△1,950

百万円となりました。

  (2)キャッシュ・フローの状況

　当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間末に比べ、699百万円減少

し、当中間連結会計期間末には、278百万円となりました。

  当中間連結会計期間における営業活動、投資活動および財務活動による各キャッシュ・フローの状況とそれらの

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）

 主として税金等調整前中間損失により、営業活動の結果使用した資金は1,406百万円（前年同期比28％減）とな

りました。

  （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 主として事業提携等を見据えた貸付金の増加等により、投資活動の結果使用した資金は1,258百万円（前年同期

比132％増）となりました。

  （財務活動によるキャッシュ・フロー）

主として社債の発行により、財務活動の結果獲得した資金は2,590百万円（前期は1,541百万円の獲得）となりま

した。
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　 (参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

 

 平成  17年 　　　　平成 18年  平成19年

 中間期 12月期 中間期 12月期  中間期

 自己資本比率（％） 9.5 14.6 △24.7 △28.5 △34.8

 時価ベース自己資本比率（％） 53.0 122.0 185.4 83.3 97.6

 キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（倍）
－ － － － －

 インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍）
－ － － － －

（注）１. 各指標は以下の計算式により算出しております

　　　　　自己資本比率：　　　　　　　　　　　株主資本÷総資産

　　　　　時価ベースの株主資本比率：　　　　　株主時価総額÷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. 株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×自己株式を除く中間期末（期末）発行済株式数により算出

　　　　　しております。

　　　３. 有利子負債は、貸借対照表上に計上されている負債のうち、利息を払っている全ての負債を対象としてい

　　　　　ます。

　　　４. 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキ

　　　　　ャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

 

 

 3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして考えております。

  当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の配当の

決定機関は、期末配当は株主総会、中間配当については取締役会であります。

  当中間事業年度につきましては、多額の損失計上により、前期に引き続き無配とせざるを得ませんでした。

  なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年６月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定

款に定めております。

 

 

 4）事業等のリスク

 （1） 会社がとっている特異な経営方針

　  ①　経営状況等の外的要因と業績の相関関係について

　　  当社グループの事業は飲食経営事業を中心とし、当社収益は飲食店舗に大きく依存しております。そして、顧

    客にとって外食すること、さらに当社グループ及びＦＣ加盟先で飲食することは社会生活上、必要不可欠ではな

　　いことから、当社収益は当社グループ及びＦＣ加盟先が出店している地域の競合他社の出店状況、地域経済状

　　況、食文化という店舗立地、顧客の嗜好及び経済環境、ＢＳＥ、鳥インフルエンザ等の外的要因によって大きな

　　影響を受ける可能性があります。

　  ②　新規出店、新業態開発について

    　当社グループは、ＦＣ加盟先を中心に新規出店を継続して行っていく予定です。しかし、新規出店の際には、

　　当該物件の賃料、商圏、競合店の状況、物流メリット等を総合勘案して出店を決定するため、条件に合う物件が

　　見つからず、当初の出店計画を達成できず、当社グループ業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

　　す。

　　　また、当社グループは直営店舗の収益力強化、ＦＣ加盟先の新規獲得のため、引き続き、新業態を開発してま

　　いりますが、多様化する顧客ニーズを掴むことができず、結果、新業態開発、市場投入に失敗し、当社グルー

　　プの将来の成長と収益力を低下させ、業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。
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 　 ③　模倣リスクについて

　    当社グループにて新たに開発した業態や新メニューが独自の知的財産権として保護されず、競合他社に模倣さ

    れる可能性があります。この場合、模倣者は業態開発コストを負担しておらず、業態開発コストを料金に加算し

　　ている当社グループは模倣者との競争で市場シェア、店舗収益性を維持することができない可能性があります。

　　　また、模倣者の行為により、当社ブランドが毀損される可能性があります。

　  ④　特定企業への業績の依存について

　    当社グループのビジネスは、従来の飲食直営店経営から飲食ＦＣ関連事業に主軸を移しております。この結

　　果、当社グループの収益については、ＦＣ加盟先、特に地域毎の出店を契約しているエリアフランチャイジーの

　　業績に大きな影響を受けます。このため、エリアフランチャイジーの業績不振、予期しない契約の打ち切りは当

　　社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

    ⑤　未出店加盟先について

　    当社グループは、当社のＦＣ加盟希望者とフランチャイズ契約を締結し、特定地区、特定ブランドにおいて出

    店する権利を付与しております。ＦＣ契約には、契約締結後一定期間内に出店を行うことを義務付けております

    が、ＦＣ加盟先が長期間、出店店舗の確保ができない状態が継続した場合、ＦＣ加盟先と当社グループの間で出

  　店及び契約時に受領した加盟金の取り扱い等を巡ってトラブルになる可能性があり、この結果、当社グループの

    ＦＣ本部運営や業績、及び財務状況に影響を与える可能性があります。

 

 （2） 当社グループの業績推移について

     継続性の疑義について

　当社グループは、当中間連結会計期間において、558百万円の営業損失及び2,508百万円に上る中間純損失を計

上しております。また、売上高も、当中間連結会計期間は、4,670百万円にとどまり、前中間連結会計期間に比

して減少しており、営業活動によるキャッシュフローも1,406百万円の支出と大幅なマイナスとなっております。

これに対して、借入金及び社債等の有利子負債残高も当中間連結会計期間末は4,209百万円に上り、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、当社グループ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。

　当社グループは、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を行い収益力の強化を

行い財務面についても対策を進めておりますが、施策が有効に作用しなかった場合、当社グループの継続に重大

な影響を及ぼす可能性があります。

 

 （3） 今後の事業展開、対処すべき課題等

　　 ①　今後の事業展開について

　当社グループは純粋持株会社である当社と株式会社東京タスコ、株式会社札幌タスコ、プラスネット株式会

社、株式会社ブランドバンク、株式会社TASCOキャピタル及び株式会社TASCOファイナンスの６社体制にて、各

地域特性に合わせた会社運営、各社損益に応じた人事査定等により、スピーディかつ、透明性、公平性を重視

した会社経営を行い、企業価値を増大させていく所存です。

     ②　人財の確保と育成について

　     当社グループの今後の成長は、店舗に店長やＳＶ、本社スタッフの能力に大きく依存するため、能力の高い

     店舗人財の確保と育成は当社グループの成長に必要不可欠であります。今後、退職者の増加や採用の不振等に

     より必要な人員を確保できなかった場合、当社グループの成長、業績及び財務状況に影響を与える可能性があ

     ります。
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     ③　法的規制によるリスクについて

　     当社グループが展開する飲食経営事業は、食品衛生法等のいくつかの法規制を受けております。当社グルー

     プは法規制を遵守して業務を遂行していく所存ですが、今後、事故等が発生した場合には、営業許可の取消

     し、営業の一定期間の禁止等を命じられ、当社グループの業績に大きな影響を与える可能性があります。

       また、当社グループが展開するフランチャイズ事業においては、独占禁止法等の法規制があります。また、

     個人情報保護法等の消費者保護関連法規も遵守する必要があります。これらの法令遵守体制に問題があった場

     合、当社グループの事業活動等は著しく制限され、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性が

     あります。

     ④　当社グループの行うＭ＆Ａ戦略について

　     当社グループは業容拡大、収益機会の多様化のために必要に応じてＭ＆Ａ戦略を進めていく所存でありま

     す。しかし、その内容によっては、当初予定していた効果を得ることができず、当社グループの業績及び財政

     状態に影響を与える可能性があります。また、当初想定していたスケジュール通りＭ＆Ａが進まない場合、当

     社グループ業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

     ⑤　他社との提携について

　     当社グループは当中間連結会計期間においても、当社グループの収益機会の多様化、フランチャイズ本部と

     しての業務能力を補完するため、他社との業務提携を推進しております。当社グループは引き続き、上記目的

     のために、他社との資本・業務提携を推進してまいりますが、他社との業務提携が当初想定していた通りに進

     まない場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
  当社グループは、純粋持株会社である株式会社タスコシステムとその子会社である株式会社東京タスコ、株式会社札

幌タスコ、プラスネット株式会社、株式会社ブランドバンク、株式会社ＴＡＳＣＯキャピタルとその子会社１社、及び

株式会社ＴＡＳＣＯファイナンスの計８社で構成されており、各種業態の飲食店の経営及び飲食店のフランチャイズ・

チェーン本部とその周辺事業を主な事業内容としております。

　当社グループの事業に係わる位置付け、事業の種類別セグメントとの関連は、下記のとおりであります。

 

 １．飲食経営事業

　  飲食経営事業は、当社グループが保有するブランドの直営店舗の運営並びにフランチャイズ（以下「ＦＣ」）展開

  を行っており、北海道地区の直営店舗を担当する株式会社札幌タスコと北海道地区以外の直営店舗及びＦＣ本部を 

  担当する株式会社東京タスコで構成されております。当中間連結会計期間末の直営店舗数は64店舗、ＦＣ店舗数は

　179店舗であります。

   代表的な業態は以下の通りであります。

   　ア．和業態部門　      　　　 「北前そば高田屋」、「とり鉄」を中心とする８ブランドにて構成されており、

　　　　　　　　　　 　　　　　　　伝統的な日本文化や「和」の空間を基にした商品・サービス・雰囲気をリーズ

                                   ナブルな価格で楽しんでいただくことを目的とした和風居酒屋業態の運営及び

                                   ＦＣ関連事業です。

 　  イ．アジアン業態部門　       「ヤマダモンゴル」、「炭一鉄」、「暖中」を中心とする９ブランドにて構成さ

                                   れており、大陸の荒々しくもエキゾチックな躍動味あふれる「アジアン」の空

                                   間を基にした商品・サービス・雰囲気をリーズナブルな価格で楽しんでいただ

　　　　　　　　　　　　　　　　　 くことを目的としたアジア風居屋業態の運営及びＦＣ関連事業です。

     ウ．その他部門　　　　        さまざまな国の独特な料理をひとつのお店で提供する「オリエンタルグリ

                                   ル」、「オリエンタルヌーク」、「スパイスピエロ」など、６ブランドの運営

　　　　　　　　　　　　　　　　　 及びＦＣ関連事業です。 

 

 ２．物流事業

 　 当社グループ直営店舗及びＦＣ向けに食材を中心とした物流機能を提供するための事業であり、当社子会社である

  株式会社ＴＡＳＣＯキャピタルが行っております。

 

 ３．その他事業

 　 飲食経営事業及びＦＣ関連事業のノウハウを活かし、店舗開発、商品開発、新業態開発ＰＯＳレジ等のシステム販

  売等の事業を行っているプラスネット株式会社などから構成されております。
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   当中間連結会計期間末現在の事業系統図は、次のとおりです。
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３．経営方針
(1）会社経営の基本方針

　当社グループは『存在感謝・自己革新』を社訓とし、また『あふれる感動を燃えたぎる心で伝えるタコスグループ』

を使命感としております。当社グループは、会社は自己実現の場であり、全従業員が単なる飲食の提供にとどまらず、

自己の成長・確信に全力をつくし、高いモチベーションを維持したうえでサービスしていくことがお客様に感動を与

えると同時に、社会に貢献し、ひいては企業価値の拡大と株主利益に繋がるものと考え、従業員のモチベーション維

持のためさまざまな施策を行っております。

  当社グループは上記の業務に対するモチベーションと、長年培った外食におけるブランド開発力、フランチャイズ

システムを主軸とする飲食経営業務に加え、新たに「ヒト・モノ・カネ」に関わる飲食周辺ビジネスを立ち上げるこ

とによって、総合的な外食ビジネスを展開し、収益拡大を目指す所存であります。当中間連結会計期間においては、

平成18年２月に開始致しました自社物流事業がフルに業績に寄与しはじめております。また、今後は、物流卸売事業

における当社グループの食材ブランドの立ち上げ、当社グループＦＣ加盟先のうち、自社独自のブランドで飲食店を

経営している他の企業への物流購買機能の提供、当社グループＦＣ加盟先や他社に対する調理師・店長などの店舗ス

タッフ派遣事業等に進出し、引き続き、収益の多角化を図ってまいります。なお、上記付加価値の立ち上げにはＭ＆

Ａ手法を用いての参入も検討しております。

  以上の基本方針の下、業績目標をしっかり見据え、これらを着実に達成し、更なる企業価値の拡大を図ってまいる

所存であります。

 

(2）目標とする経営指標

  当社グループでは、利益体質改善を更に進め、株主資本を効率的に活用することを第一義に考え、事業及び企業の

収益力を表す、ＲＯＥ（株主資本当期純利益率）、ＥＰＳ（1株当たり当期純利益）、及び営業活動によるキャッシュ・

フローを重要指標と考えております。

　ＲＯＥ及びＥＰＳに関しましては、当社では今後、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集中していくという方針に基づきＲＯＥの改善を図って行くと共に、併せてそ

れ以外のブランドについては、当社グループの経営資源の最適化を図りながら、引き続き各ブランドのＲＯＥ強化策

について検討する事によって、営業活動によるキャッシュ・フローの改善をすべく経営にあたってまいります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  近年の外食業界を取り巻く環境につきましては、景気の回復による個人消費の回復という追い風はあるものの、外

食産業自体が成熟期に入り、店舗間の競合・競争が一層激化しているため、経営環境は一層厳しさを増しておりま

す。

  このような状況の中、当社グループの中核である飲食経営事業につきましては、前連結会計年度より、既存店の業

績向上に注力することを目標として、不採算店舗の閉鎖や業態転換、既存店舗の収益力強化を実現してまいりました。

 　また、当社グループのＦＣ関連事業の強化、および中長期的な直営店舗の新規出店を実行していくため、適切な人

材採用と教育を行い、人材のレベルアップを図ってまいります。さらに、ＦＣ加盟契約済未出店先の出店促進が、当

社グループの最優先課題のひとつであるという認識の下、ＦＣ加盟先のスムーズな出店を促すことを目的とし、ＦＣ

加盟先への直営店舗の売却やレンタル等の出店支援を積極的に行うことにより、スピードを持ってＦＣ展開を行って

まいります。

 

(4）会社の対処すべき課題

  ① 直営店舗の収益性確保

  当社グループでは、当社利益を支えるべき直営店舗の売上高及び収益の水準が未だ不十分であり、これを引き上げ

ることが直営店舗の運営において最大の課題であると認識しております。

  これらの課題への対応策として、昨年度より自社物流を行う事により、食材原価の低減を図る等、これまで各ブラ

ンドで個別に行っていた投資基準を投資の効率・回収期間を重視した客観性の高い全社統一の指標に変更し、採算性

を重視した事業の展開をスピード感を持って進めてまいります。
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  ② ＦＣ加盟店舗の出店促進

  当社グループのＦＣ契約締結済の未出店加盟店舗の出店促進は、当社グループの経営課題となっております。これ

らの出店を促進することを目標として、ブランドチェンジにより加盟契約した業態以外の業態でも、出店することを

可能とし、未出店加盟店舗の出店を促してまいります。また、「ヒト・モノ・カネ」といった飲食周辺事業の提供を

積極的に推進し、未出店加盟店舗の出店を継続して支援してまいります。

 

  ③ 付加事業の立ち上げ

  当社グループ事業は、当中間連結会計期間期首時点では飲食経営事業に特化しており、個人消費に当社グループ収

益が左右されやすいことから、経営のリスクヘッジ及び収益多角化のため、飲食経営事業以外の個人消費に左右され

にくく、かつ当社のノウハウが活用できる飲食周辺事業分野への進出が経営課題となっております。

 

  当社グループでは、飲食経営事業によって培われたノウハウなどを用いて、自社物流売事業の立ち上げ、当社グルー

プＦＣ加盟先のうち、自社独自のブランドであっても飲食店を経営している企業へ物流購買機能の提供、当社グルー

プＦＣ加盟企業や他社に対する調理師・店長等の店舗スタッフ派遣業務などの飲食周辺事業、及び関連する企業への

業態開発等、収益の多角化を図ってまいります。

 

　　④ 顧客への「安心」「安全」の提供

   お客様の食の安全に対するニーズは、非常に高くなってきております。当社グループにおきましては、仕入れ食材

の品質管理、配送時における温度管理と鮮度維持、加工時における衛生管理と各過程において厳しい基準を設け、安

全確保を図っております。

　 今後も引き続き、お客様に対し「安心」「安全」の提供を行うと同時に、更に多くのお客さまにご来店いただける

サービスを提供してまいります。

 

    ⑤ 経営管理体制の再構築

  当社グループは創業以来、創業者の強いリーダーシップにより、社訓である「存在感謝・自己革新」、「人材の成

長＝事業の成長」を全社グループ並びに全ＦＣ加盟先に浸透させることにより、事業成長を実現してまいりました。

  しかしながら、特定個人に依存し、明確な経営管理体制を構築せず、また同時に創業者依存体質から脱却できなかっ

た結果、ジャスダック証券取引所上場以降の急速な事業拡大に耐えられずに近年の収益悪化を招いたことから、「人」

から「組織」単位での経営体制の再構築を再重要経営課題のひとつとして認識しております。

  具体的には、当社グループでは前連結会計年度後半から引き続き、稟議制度、決裁フロー等の意思決定プロセスや

業務分掌規定の見直し等を随時実施し、特定個人に依存しない、「人」から「組織」単位での経営管理体制を再構築

いたしました。

　引き続き、機動性と安定性を併せ持った組織強化のための施策を実行してまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

 

  
前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１　現金及び預
金

※２  978,407   278,814    353,625  

２　受取手形
及び売掛金

  690,419   572,614    760,881  

３　たな卸資産   22,353   23,263    21,794  

４　預け金   1,050,956   729,760    715,989  

５　短期貸付金   －   1,405,330    －  

６　その他 ※４  570,834   574,203    532,454  

貸倒引当金   △18,961   △751,908    △17,048  

流動資産合計   3,294,010 42.2  2,832,077 48.0 △461,933  2,367,696 40.7

Ⅱ　固定資産            

１　有形固定資
産

           

(1）建物及び
構築物

※１ 1,218,561   815,157    871,672   

(2）その他 ※１ 95,301 1,313,863 16.8 62,148 877,305 14.9 △436,558 67,838 939,510 16.2

２　無形固定資
産

  61,516 0.8  74,343 1.3 12,827  71,671 1.2

３　投資その他
の資産

           

  (1）投資有価
証券

 462,158   257,508    184,777   

  (2）長期貸付
金

 420,000   495,000    480,000   

(3）敷金保証
金

※２ 1,822,643   1,617,476    1,657,477   

(4) 破産更生
債権等

 －   300,000    300,000   

(5）その他 ※２ 885,611   717,378    544,245   

貸倒引当
金

 △477,908 3,112,505 39.8 △1,299,283 2,088,079 35.4 △1,024,426 △756,900 2,409,600 41.5

固定資産合計   4,487,884 57.4  3,039,728 51.6 △1,448,156  3,420,782 58.9

Ⅲ　繰延資産   31,431 0.4  23,787 0.4 △7,644  22,861 0.4

資産合計   7,813,326 100.0  5,895,593 100.0 △1,917,733  5,811,340 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１　買掛金   689,170   777,726    842,442  

２　短期借入金 ※２  2,200,000   804,000    450,000  

３　一年以内償
還予定社債

  270,000   370,000    220,000  

４　一年以内返
済予定長期
借入金

※２  1,812,204   1,107,084    1,185,755  

５　未払金   1,021,083   1,172,822    1,049,311  

６　未払法人税
等

  27,231   56,114    23,214  

７　株主優待引
当金

  －   138,200    142,300  

８　借入有価証
券

  －   267,528    －  

９　その他 ※４  557,623   602,937    631,776  

流動負債合計   6,577,312 84.2  5,296,412 89.9 △1,280,900  4,544,800 78.2

Ⅱ　固定負債            

１　社債 ※２  370,000   1,400,000    1,285,000  

２　長期借入金 ※２  1,594,144   528,356    831,546  

３　預り保証金   499,896   438,453    467,471  

４　その他   254,568   182,413    292,864  

固定負債合計   2,718,609 34.8  2,549,222 43.2 169,387  2,876,882 49.5

負債合計   9,295,921 119.0  7,845,634 133.1 △1,450,287  7,421,682 127.7

 （純資産の部）            

 Ⅰ　株主資本            

 　　１　資本金   6,464,678 82.7  2,514,746 42.7 △3,949,931  7,613,494 131.0

     ２　資本剰余
金

  6,212,411 79.5  1,049,996 17.8 △5,162,415  7,361,220 126.7

 　　３　利益剰余
金

  △14,603,177 △186.9  △5,618,903 △95.3 8,984,274  △16,620,663 △286.0

     株主資本合計   △1,926,087 △24.7  △2,054,160 △34.8 △128,073  △1,645,948 △28.3

 Ⅱ  評価・換算差
額等

           

 　　その他有価証
券評価差額金

  3,491 0.1  153 0.0 △3,338  105 0.0

 　　評価・換算差
額等合計

  3,491 0.1  153 0.0 △3,338  105 0.0

 Ⅲ  新株予約権   440,000 5.6  103,965 1.7 △336,034  35,501 0.6

 　　純資産合計   △1,482,595 △19.0  △1,950,040 △33.1 △467,445  △1,610,341 △27.7

 　　負債純資産合
計

  7,813,326 100.0  5,895,593 100.0 △1,917,733  5,811,340 100.0

            

－ 12 －



(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,814,663 100.0  4,670,061 100.0 △144,601  9,849,087 100.0

Ⅱ　売上原価   2,210,351 45.9  2,273,760 48.7 63,408  4,743,123 48.2

売上総利益   2,604,312 54.1  2,396,301 51.3 △208,010  5,105,964 51.8

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

※１  3,599,919 74.8  2,954,365 63.2 △645,554  6,990,759 70.9

営業損失
（△）

  △995,607 △20.7  △558,063 △11.9 437,544  △1,884,795 △19.1

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  10,225   7,344    16,122   

２　リベート収入  32,382   21,435    60,775   

３　受取賃貸料  531,930   433,511    1,012,592   

４　その他  25,911 600,451 12.5 17,065 479,357 10.2 △121,094 62,481 1,151,971 11.7

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  59,267   109,555    113,833   

２　新株発行費償
却

 10,573   －    －   

３　株式交付費償
却 

 －   9,855    24,380   

４　賃貸原価  548,728   448,676    1,048,807   

５　支払手数料  －   315,642    177,888   

６　社債償還損  －   63,239    －   

７　その他  83,802 702,373 14.6 39,017 985,987 21.1 283,614 44,396 1,409,306 14.3

経常損失
（△）

  △1,097,529 △22.8  △1,064,693 △22.8 32,836  △2,142,130 △21.7

Ⅵ　特別利益            

１　固定資産売却
益

※２ －   56,693    －   

２　投資有価証券
売却益

 24,549   61,291    29,098   

３　新株予約権戻
入益

 －   －    440,000   

４　保証金償却返
還益

 14,828   －    56,751   

５　未出店加盟金
取崩額

 －   68,000    －   

６　過年度損益修
正益

 －   34,582    －   

７  その他  4,240 43,618 0.9 － 220,567 4.7 176,949 19,949 545,798 5.5

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産売却
損

※３ 1,283,534   5,396    1,286,510   

２　固定資産除却
損

※４ 600,662   32,919    601,201   

３　貸倒引当金繰
入額

 43,017   1,277,350    303,851   

４　貸倒損失  －   －    20,000   

５  投資有価証券
評価損

 375,000   60,400    565,198   

６　投資有価証券
売却損

 －   －    25,289   

７　解約違約金  156,000   126,000    156,000   

８　店舗撤退損 ※６ 415,248   28,000    401,561   

９　減損損失 ※７ 1,047,041   60,321    1,613,852   

10　加盟金返還損  120,566   40,000    399,479   

11　ライセンス権
利金損失

 957,458   －    1,012,416   

12  過年度修正損  －   23,799    －   

13　その他  172,730 5,171,260 107.4 － 1,654,188 35.4 △3,517,072 249,736 6,635,098 67.4

税金等調整前
中間(当期)純
損失(△)

  △6,225,170 △129.3  △2,498,315 △53.5 3,726,855  △8,231,429 △83.6

－ 13 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年１月１日
至　平成18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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

法人税、住民
税及び事業税

  12,578 0.3  9,888 0.2 △2,689  23,806 0.2

中間(当期)純
損失(△)

  △6,237,749 △129.6  △2,508,203 △53.7 3,729,546  △8,255,235 △83.8

            

－ 14 －



(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日） 　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成17年12月31日残高

　　　　　　 
5,327,178 5,074,911 － 5,074,911 △8,365,427 △8,365,427 2,036,662

中間連結会計期間中の変動

額

新株の発行 1,137,500 1,137,500 － 1,137,500 － － 2,275,000

中間純損失（△） － － － －  △6,238,202 △6,238,202 △6,238,202

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額（純額）

－ － － － － － －

中間連結会計期間中の変動

額合計
1,137,500 1,137,500 － 1,137,500 △6,238,202 △6,238,202 △3,963,202

 平成18年６月30日残高 6,464,678 6,212,411 　－ 6,212,411 △14,603,630 △14,603,630 △1,926,540

 

 評価・換算差額等

 新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日残高

　　　　　　 
5,812 5,812 640,000 2,682,474

中間連結会計期間中の変動

額
    

新株の発行 － － － 2,275,000

中間純損失（△） － － － △6,238,202

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額（純額）

△2,320 △2,320 △200,000 △202,320

中間連結会計期間中の変動

額合計
△2,320 △2,320 △200,000 △4,165,523

 平成18年12月31日残高 3,491 3,491 440,000 △1,483,048

－ 15 －



 当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日） 　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年年12月31日残高

　　　　　　 
7,613,494 7,361,220 － 7,361,220 △16,620,663 △16,620,663 △1,645,948

中間連結会計期間中の変動

額

新株の発行 1,049,996 1,049,996 － 1,049,996 － － 2,099,992

資本金及び資本準備金取

崩額
△6,148,743 △7,361,220 13,509,964 6,148,743 － － －

中間純損失（△） － － － －  △2,508,203 △2,508,203 △2,508,203

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額）

－ － △13,509,964 △13,509,964 13,509,964 13,509,964 －

中間連結会計期間中の変動

額合計
△5,098,747 △6,311,224 － △6,311,224 11,001,760 11,001,760 △408,211

 平成19年６月30日残高 2,514,746 1,049,996 － 1,049,996 △5,618,903 △5,618,903 △2,054,160

 

 評価・換算差額等

 新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年12月31日残高

　　　　　　 
105 105 35,501 △1,610,341

中間連結会計期間中の変動

額
    

新株の発行 － － － 2,099,992

資本金及び資本準備金取

崩額
－ － － －

中間純損失（△） － － － △2,508,202

株主資本以外の項目の中

間連結会計期間中の変動

額（純額）

48 48 68,464 68,512

中間連結会計期間中の変動

額合計
48 48 68,464 △339,699

 平成19年６月30日残高 153 153 103,965 △1,950,040

－ 16 －



 前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日） 　（単位　千円）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成17年12月31日残高

　　　　　　 
5,327,178 5,074,911 － 5,074,911 △8,365,427 △8,365,427 2,036,662

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,286,316 2,286,308 － 2,286,308 － － 4,572,625

当期純損失（△） － － － －  △8,255,235 △8,255,235 △8,255,235

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額）

－ － － － － － －

連結会計年度中の変動額合

計
2,286,316 2,286,308 － 2,286,308 △8,255,235 △8,255,235 △3,682,610

 平成18年12月31日残高 7,613,494 7,361,220 － 7,361,220 △16,620,663 △16,620,663 △1,645,948 

 

 評価・換算差額等

 新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日残高

　　　　　　 
5,812 5,812 640,000 2,682,474

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 － － － 4,572,625

当期純損失（△） － － － △8,255,235

株主資本以外の項目の連

結会計年度中の変動額

（純額）

△5,706 △5,706 △604,498 △610,205

連結会計年度中の変動額合

計
△5,706 △5,706 △604,498 △4,292,815

 平成18年12月31日残高 105 105 35,501 △1,610,341

－ 17 －



(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　税金等調整前中間(当
期)純損失(△)

 △6,225,170 △2,498,315 △8,231,429

２　減価償却費  414,219 114,028 633,914

３　減損損失  1,047,041 60,321 1,613,852

４　店舗撤退損  344,283 28,000 405,030

５　投資有価証券評価損  375,000 60,400 565,198

６　投資有価証券売却益  △24,549 △61,291 △29,098

７　貸倒引当金の増加額  58,407 1,277,242 335,486

８　株主優待引当金の増
減額

 － △4,100 142,300

９　受取利息  △10,225 △7,344 △16,122

10　支払利息  59,267 109,555 108,158

11　有形固定資産売却損
益

 1,283,534 △51,296 1,286,510

12　有形固定資産除却損  600,662 32,919 601,201

13　社債償還損  － 63,239 －

14　売上債権の増減額  △408,062 83,809 △478,524

15　たな卸資産の増加額  3,671 △1,469 4,231

16　仕入債務の増減額  411,390 △64,715 564,661

17　未払消費税等の増減
額

 36,546 △53,886 44,605

18　未収還付消費税の増
減額

 － 63,949 －

19　未収入金の減少額  136,742 △59,213 398,125

20　未払金の増減額  △546,884 15,086 △725,863

21　預り保証金の増減額  △64,339 △27,127 △61,764

22　前受金の増減額  △1,112,953 △82,652 △1,134,156

23　ライセンス取得権利
金の増減額

 2,019,458 － 2,074,416

24　新株予約権戻入益  － － △440,000

25　長期前払費用の増加
額

 － － △339,248

26　その他の資産の増加
額

 △148,922 △172,859 △14,705

27　その他の負債の増減
額

 △153,768 △118,634 39,671

小計  △1,904,650 △1,294,354 △2,653,549

28　利息の受取額  20,407 6,060 30,212

29　利息の支払額  △63,278 △112,547 △110,331

30　法人税等の支払額  △17,783 △5,518 △29,317

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,965,305 △1,406,359 △2,762,985

－ 18 －



  
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　有形固定資産の取得
による支出

 △229,508 △56,069 △409,837

２　有形固定資産の売却
による収入

 712,309 56,693 777,686

３　投資有価証券の取得
による支出

 △788,570 － △788,570

４　投資有価証券の売却
による収入

 63,000 130,685 149,049

６　敷金保証金の支出  △112,851 △9,219 △202,710

７　敷金保証金の収入  839,850 44,381 709,606

８　貸付けによる支出  △100,000 △1,515,011 △261,150

９　貸付金の回収による
収入

 98,004 105,584 248,303

10　預け金の支出  △1,000,000 － △600,000

11　その他  △25,861 △15,817 △46,938

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △543,627 △1,258,773 △424,560

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

  １　短期借入金の増減額  2,200,000 1,560,000 450,000

２　長期借入金の返済に
よる支出

 △2,584,482 △381,861 △3,973,529

３　社債の発行による収
入

 － 2,530,000 2,000,000

４　社債の償還による支
出

 △135,000 △1,498,239 △270,000

５　株式の発行による収
入

 2,061,613 － 3,354,137

６　新株予約権の発行に
よる収入

 － 68,464 35,501

７　配当金の支払額  △304 △171 △452

８　借入有価証券の売却
による収入 

 － 441,537 －

９　借入有価証券の買戻
による支出 

 － △118,625 －

10　その他  － △10,781 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,541,827 2,590,322 1,595,656

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増減額

 △967,106 △74,810 △1,591,888

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 1,945,513 353,625 1,945,513

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※１ 978,407 278,814 353,625

     

－ 19 －



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　当社グループは、前連結会計年度に

おいて8,858,933千円の当期純損失を計

上し、当中間連結会計期間においても

6,237,749千円の中間純損失を計上して

おります。その結果、当中間連結会計

期間末において、1,482,595千円の債務

超過に陥っております。また有利子負

債残高も、当中間連結会計期間末にお

いて6,246,348千円に上り、その返済に

関して困難な状況になっております。

そのため当社グループは、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。

　当社グループは当該状況を解消する

ために、平成17年12月８日に発表した

中期事業計画に基づいて、平成18年1月

31日に発足した新体制のもと、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

　当社グループは前連結会計年度に引

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

及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104％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。

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

　当社グループは、前連結会計年度に

おいて8,255,235千円の当期純損失を計

上し、当中間連結会計期間においても 

2,508,203千円の中間純損失を計上して

おります。その結果、当中間連結会計

期間末において、1,950,040千円の債務

超過に陥っております。また有利子負

債残高も、当中間連結会計期間末にお

いて 4,209,440千円に上り、その返済

に関して困難な状況になっております。

そのため当社グループは、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。

　当社グループは当該状況を解消する

ために、平成19年７月６日に発表した

子会社の会社分割及び孫会社株式の一

部譲渡並びに業務提携契約締結に関す

るお知らせに基づき資本参加を含めた

他社との協業により、なお一層経営の

合理化を図り、実効性を高めると共に、

売上、収益力の強化を図ってまいりま

す。

　今後は、飲食業界において競争優位

性をもった当社ＮO.１ブランドである、

そば居酒屋の『高田屋』に経営資源を

集中投入し、収益改善を図ってまいり

ます。

　また、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

を遂げる為に、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とも戦略的

提携を行ってまいります。

① コスト削減

　当社グループは、前連結会計年度に

引き続き、本部人員を中心とする店舗

への配置転換、人員削減や給与カッ

トなどによる人件費の圧縮、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、株主優待

制度の改訂の検討などにより、コスト

削減を行ってまいります。

②主力業態への経営資源の集中及び同

業他社との業務提携

  当社グループは、主力業態である「高

田屋」「とり鉄」「升屋」のうち、売

上、収益面において、当社グループＮ

O.１の創業ブランドである「高田屋」

に対し経営資源を集中投下していく方

  当社グループは、当連結会計年度末

時点において、現金及び預金について

は353,625千円に留まる一方、有利子負

債残高については3,972,301千円である

ことから、その返済が困難な状況にあ

ります。そのため当社グループは、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。当社グループは現在、

金融機関に対し借入金等の返済方法に

ついての金融支援要請をしております。

当社グループとしては、当該金融支援

実現のため鋭意努力しており、当該要

請が受入れられることを信じておりま

す。

　また、直営店の業績悪化、財務体質

悪化に伴う信用力低下によるフランチャ

イズ加盟金売上高の減少、購買力の低

下による食材原価率の悪化、不採算店

舗の閉店等による多額の店舗撤退損の

計上により、当連結会計年度において

8,255,235千円の当期純損失を計上して

おります。その結果、当連結会計年度

末において、1,610,341千円の債務超過

に陥っております。そのため当社グルー

プは、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。

　当社グループは当該状況を解消する

ために、当連結会計年度に引き続き、

以下の施策を展開してまいります。

① 不採算店舗の圧縮

　当社グループは、前連結会計年度に

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な

どの取り組みを実施し、撤退費用を抑

えた不採算店舗の圧縮に注力してまい

ります。

② コスト削減

　当社グループは、前連結会計年度に

引き続き、本部人員を中心とする店舗

への配置転換、人員削減や給与カッ

トなどによる人件費の圧縮、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、株主優待

制度の改訂の検討などにより、コスト

削減を行ってまいります。

③ 主力３業態への経営資源の集中

　当社グループは、中核業態である「高

田屋」・「とり鉄」・「升屋」に経営

資源を集中投下し、メニューの見
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

ます。当中間連結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。

　中間連結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。

針を決定いたしました。

　また、「とり鉄」「升屋」について

は会社分割を行い、絶えず変化する経

営環境への意思決定の迅速化とあわせ、

積極的に外部パートナーの支援を受け、

更なる成長を目指していくことを決定

いたしました。

③ 飲食経営事業への特化

　当社グループは、限りある経営資源

を最大限活用するため、飲食経営事業

以外の周辺事業のうち、飲食経営事

業と関連性が低い金融関連事業等につ

いては撤退し、飲食経営事業に経営資

源を集中投下し、早期の飲食経営事業

建て直しを図ってまいります

④他事業会社との提携

　当社グループの主要事業である飲食

経営事業の経営改善、信用力補完のた

め、飲食経営事業ノウハウを持つ他事

業会社との提携を積極的に推進してま

いります。

　資金面につきましては、平成19年5月

16日までに、チャレンジ・ジャパン1号

投資事業組合からの借入金1,999,996千

円をデットエクイティスワップにより

資本に組み入れて資本増強を図りまし

たが、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。

直し、現場営業力向上によるブランド

競争力の強化への取り組みを実施して

まいります。

④ 飲食経営事業への特化

　当社グループは、限りある経営資源

を最大限活用するため、飲食経営事業

以外の周辺事業のうち、飲食経営事

業と関連性が低い金融関連事業等につ

いては撤退し、飲食経営事業に経営資

源を集中投下し、早期の飲食経営事業

建て直しを図ってまいります

⑤ 他事業会社との提携

　当社グループの主要事業である飲食

経営事業の経営改善、信用力補完のた

め、飲食経営事業ノウハウを持つ他事

業会社との提携を積極的に推進してま

いります。

　さらに、当社グループとしては、当

連結会計年度に引き続き、第三者割当

増資等による資金調達を行い資本の増

強を図ってまいります。

　これら施策を確実に実行するように

当社役職員一丸となって努力してまい

ります。

　連結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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日 

至　平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日 

至　平成19年６月30日） 

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

 至　平成18年12月31日） 

１.　連結の範囲に関する

事項

子会社はすべて連結してお

ります。

子会社はすべて連結してお

ります。

子会社はすべて連結しており

ます。

 連結子会社の数　８社 連結子会社の数　７社 連結子会社の数　８社

 　　(株)東京タスコ

　　(株)札幌タスコ

　　(株)ブランドバンク

　　プラスネット(株)

(株)ＴＡＳＣＯキャピタ

ル

(株)ＴＡＳＣＯファイナ

ンス

その他　２社

　なお、㈱東京タスコ、プラ

スネット㈱及び㈱ＴＡＳＣＯ

ファイナンスについては、当

中間連結会計期間において新

たに設立したため、新たに連

結の範囲に含めております。

　また、㈱札幌メトロビルは、

平成18年５月に㈱札幌タスコ

に社名変更をいたしておりま

す。

　　(株)東京タスコ

　　(株)札幌タスコ

　　(株)ブランドバンク

　　プラスネット(株)

(株)ＴＡＳＣＯキャピタ

ル

(株)ＴＡＳＣＯファイナ

ンス

その他　１社

 

　　　(株)東京タスコ

　　　(株)札幌タスコ

　　　(株)ブランドバンク

　　プラスネット(株)

(株)ＴＡＳＣＯキャピ

タル

(株)ＴＡＳＣＯファイナ

ンス 

ＪＢインベストメント

パートナーズ(株)

 　 その他　１社

 当連結会計年度から株式会社

東京タスコ、プラスネット株

式会社、株式会社ＴＡＳＣＯ

ファイナンス及びその他１社

については、当連結会計年度

において新たに設立したため、

新たに連結の範囲に含めてお

ります。また、株式会社札幌

メトロビルは、平成18年５月

に株式会社札幌タスコに社名

を変更しております。なお、

ＪＢインベストメントパート

ナーズ株式会社につきまして

は、平成18年３月27日に取得

し、平成18年12月11日に売却

しておりますので、当該期間

の損益計算書を連結しており

ます。

２． 持分法の適用に関す

る事項
　持分法適用の関連会社数

　　－社

   　

　持分法適用の関連会社数

　　－社

   　

　持分法適用の関連会社数

　　－社

３． 連結子会社の(中

間)決算日等に関する

事項

　連結子会社の中間期の末日

と、中間連結決算日は一致し

ております。

同左 　連結子会社の事業年度末日

と、連結決算日は一致してお

ります。

４． 会計処理基準に関す

る事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

 ① 有価証券

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、全部純

資産直入法により処理

し、売却原価は、移動

平均法により算定）

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　  同左

① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末の市

場価格等に基づく時価

法(評価差額は、全部

純資産直入法により処

理し、売却原価は、移

動平均法により算定)
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日 

至　平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日 

至　平成19年６月30日） 

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

 至　平成18年12月31日） 

 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　たな卸資産

原材料・貯蔵品

最終仕入原価法

②　たな卸資産

原材料・貯蔵品

同左

②　たな卸資産

原材料・貯蔵品

同左

 (2）重要な減価償却資産の減

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日以降に取得した建

物(建物附属設備は除

く)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　　　　３～47年

 構築物　　　３～20年

 車両運搬具　２～６年

 工具器具備品２～15年

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

①　有形固定資産

 　　 同左

 

　

(2）重要な減価償却資産の減

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日以降に取得した建

物(建物附属設備は除

く)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　　　　３～47年

 　　 その他（工具器具備　

　　　品、機械装置及び運搬

　　　具）　　　　２～15年

 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　　＿＿＿＿＿＿

　　

④ ライセンス取得権利金

定額法

  (3）重要な引当金の計上基準

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

を勘案し、回収不能見

込額を計上することと

しております。

(3）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金 

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金 

　　　　　　同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日 

至　平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日 

至　平成19年６月30日） 

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

 至　平成18年12月31日） 

 ②　＿＿＿＿＿＿＿ ②株主優待引当金

　将来の株主優待券の利　　

用による費用の発生に備

えるため、株主優待券の

利用実績に基づいて、当　　

　中間連結会計期間末日後

に発生すると見込まれる

額を計上しております。

 

②株主優待引当金

　　　将来の株主優待券の利

　　用による費用の発生に備

　　えるため、株主優待券の

　　利用実績に基づいて、翌

　　連結会計年度以降に発生

　　すると見込まれる額を計

　　上しております。

　　（追加情報）

　　　株主優待費は、従来、

　　優待券利用時に販売費及

　　び一般管理費として処理

　　をしておりましたが、当

　　連結会計年度において株

　　主数の大幅な増加に伴い

　　株主優待券の発行数が増

　　加したことから、当連結

　　会計年度末より、翌連結

　　会計年度以降に発生する

　　と見込まれる株主優待費

　　の額を株主優待引当金と

　　して計上することといた

　　しました。

　　　この結果、従来の方法

　　によった場合と比較し

　　て、営業損失、経常損失

　　及び税金等調整前当期純

　　損失が142,300千円多く計

　　上されております。　

 (4）重要なリース取引の処理

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。

(4）重要なリース取引の処理

方法

同左

(4）重要なリース取引の処理

方法

同左

 (5）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

金利スワップ取引につ

いて、特例処理の要件

を満たしているので特

例処理によっておりま

す。

(5）重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

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
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日 

至　平成18年６月30日） 

当中間連結会計期間

（自　平成19年１月１日 

至　平成19年６月30日） 

前連結会計年度

（自　平成18年１月１日

 至　平成18年12月31日） 

 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の方

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の方

法

同左

④ ヘッジ有効性の評価の方

法

同左

 (6）その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項

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。

 

(2)　＿＿＿＿＿＿＿  

(6）その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項

① 繰延資産の処理方法

(1)株式交付費

３年間で均等消却して

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。

 

(6）その他中間連結財務諸表

作成のための重要な事項

① 繰延資産の処理方法

(1)株式交付費

　　同左

 

 

 

(2)社債発行費

　　同左

 

 ② 連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定は、金額的

重要性が乏しいため、発

生時に一括償却しており

ます。

 ②   ＿＿＿＿＿＿＿ 

　

② 連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定は、金額的

重要性が乏しいため、発

生時に一括消却しており

ます。

 ③ 　 ＿＿＿＿＿＿＿ 

　

③ のれんの消却に関する事

項

のれんは、金額的重要性

が乏しいため、発生時に

一括消却しております。

 ③　 ＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 ④ 消費税等の処理方法

　税抜方式によっておりま

す。

④ 消費税等の処理方法

同左

④ 消費税等の処理方法

同左

５．中間連結キャッ

シュ・フロー計算書

(連結キャッシュ・フ

ロー計算書)における

資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資金（現

金及び現金同等物）は、手許

現金、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ケ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっ

ております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計

算書における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、

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ケ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっており

ます。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１　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」

（「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

日以降開始する連結会計年度から適

用されることに伴い、当中間連結会

計期間より当該基準を適用しており

ます。

  これにより、税金等調整前中間純

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　　　　＿＿＿＿＿＿＿ 

 

１　固定資産の減損に係る会計基準

  当連結会計年度より「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）

を適用しております。

  これにより、税金等調整前当期純

損失は1,613,852千円増加しておりま

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。

２　貸借対照表の純資産の部の表示方

法に関する会計基準

　   当中間連結会計期間より、「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△1,922,595千円でありま

す。

  なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当中間連結会計期間にお

ける中間連結貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。

２　　　　＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 ２　貸借対照表の純資産の部の表

 示方法に関する会計基準

  当連結会計年度より、「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△1,645,842千円でありま

す。

  なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。

３ 　　　＿＿＿＿＿＿＿ 

 　

 ３　繰延資産の会計処理に関する当 

 面の取り扱い

  当中間連結会期間より「繰延資産

の会計処理に関する当面の取扱い」

（企業会計基準委員会　平成18年８

月11日実務対応報告書第19号）を適

用しております。　

 ３　繰延資産の会計処理に関する当 

 面の取り扱い

  当連結会計年度より「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会　平成18年８月11

日実務対応報告書第19号）を適用し

ております。

　前連結会計年度において繰延資産

の内訳として表示していた「新株発

行費」は、当連結会計年度より「株

式交付費」として表示する方法に変

更しております。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ４　　　　＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 ４ 有形固定資産の減価償却の処理方

法

　平成19年度の税制改正に伴い、平成

19年4月1日以降に取得した有形固定資

産については改正後の法人税法に規定

する減価償却の方法によっておりま

す。

　なお、この変更による影響額は軽微

であります。

 ４　　　＿＿＿＿＿＿＿ 
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

　（中間連結貸借対照表関係） 　（中間連結貸借対照表関係）

１．  前中間連結会計期間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

合計の100分の５を超えることとなったため、当中間

連結会計期間より区分掲記することに変更いたしまし

た。なお、前中間連結会計期間における「投資有価証

券」の金額は794,286千円であります。

２．  前中間連結会計期間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、資産合

計の100分の５を超えることとなったため、当中間連

結会計期間より区分掲記することに変更いたしました。

なお、前中間連結会計期間における「長期貸付金」の

金額は357,964千円であります。

３．  前中間連結会計期間まで投資その他の資産に区分表

示していた「ライセンス取得権利金」は、資産合計の

100分の５以下となったため、当中間連結会計期間よ

り投資その他の資産の「その他」に含めて表示するこ

とに変更いたしました。なお、当中間連結会計期間に

おける「ライセンス取得権利金」の金額は58,208千円

であります。

４．  前中間連結会計期間まで流動負債に区分表示してい

た「前受金」は、資産合計の100分の５以下となった

ため、当中間連結会計期間より流動負債の「その他」

に含めて表示することに変更いたしました。なお、当

中間連結会計期間における「前受金」の金額は355,075

千円であります。

５．  前中間連結会計期間まで固定負債の「その他」に含

めて表示していた「預り保証金」は、負債純資産合計

の100分の５を超えることとなったため、当中間連結

会計期間より区分掲記することに変更いたしました。

なお、前中間連結会計期間における「預り保証金」の

金額は582,796千円であります。

１．  前中間連結会計期間まで流動資産の「その他」に含

めて表示していた「短期貸付金」は、資産合計の100

分の５を超えることとなったため、当中間連結会計期

間より区分掲記することに変更いたしました。なお、

前中間連結会計期間における「短期貸付金」の金額は

60,052千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年６月30日）

前連結会計年度末
（平成18年12月31日）

※１. 有形固定資産の減価償却累計額

は、1,461,410千円であります。

※１. 有形固定資産の減価償却累計額

は、1,613,863千円であります。

※１. 　　　＿＿＿＿＿＿＿

※２. 担保に供している資産及びこれ

に対応する債務

※２. 担保に供している資産及びこれ

に対応する債務

※２. 担保に供している資産及びこれ

に対応する債務

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産 (1）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   389,428

計   761,310千円

流動資産「その

他」

 92,087 千円

投資有価証券 246,050

敷金保証金  65,000  

計 403,137 千円

現金及び預金 　81,909千円

預け金 　 25,800

投資有価証券   131,000

敷金保証金   92,778

計   331,487千円

(2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務 (2）上記に対応する債務

 一年以内返済

予定長期借入金
　509,494千円

長期借入金   300,328

計   809,822千円

未払金

一年以内返済

予定長期借入金

　 260,850千円

　 417,264千円

長期借入金  341,056   

計  1,019,170千円

短期借入金  90,000千円

一年以内返済予定長

期借入金
404,215

長期借入金 504,846

計 999,061千円

　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10,000千円であります。

　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20,000千円であります。

※３．　偶発債務（保証債務）　　

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。

※３.　偶発債務（保証債務）

(1)ＦＣ加盟店の仕入れ債務に対

して次のとおり保証を行っており

ます。

※３.　偶発債務（保証債務）

(1)ＦＣ加盟店の仕入れ債務に対

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   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

 

(株)フジタコーポレーショ

ン

  25,386千円

(株)シモデンフードサービ

ス

  10,936

(株)イーピーエム・プレミ

アムダイニング

  5,391

(株)プラスエスコーポレー

ション

 5,552

(株)アイペック   6,694

その他     

185,621

計 239,583千円

  (2）平成18年12月25日に株式会社

オオエックスに対して当社の支援

先であった株式会社双葉の株式を

売却した際に、同社の将来の偶発

事象に関して、約37,000千円を

ジェイ・ブリッジ株式会社ととも

に債務保証しております。

 

(株)フジタコーポレーショ

ン

  30,456千円

(株)シモデンフードサービ

ス

  14,232

(株)イーピーエム・プレミ

アムダイニング

  8,059

(株)プラスエスコーポレー

ション

  7,740

(株)アイペック   7,322

その他     

240,147

計 307,956千円

  (2）平成18年12月25日に株式会社

オオエックスに対して当社の支援

先であった株式会社双葉の株式を

売却した際に、同社の将来の偶発

事象に関して、約37,000千円を

ジェイ・ブリッジ株式会社ととも

に債務保証しております。

 

 ※４．消費税の取扱い

  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．消費税の取扱い

  仮払消費税等及び仮受消費税等は

相殺のうえ、流動資産の「その他」

として表示しております。

 ※４．　　　＿＿＿＿＿＿＿
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は次のとおりで

あります。

給与手当     619,781千円

雑給     520,709千円

地代家賃     619,314千円

給与手当 511,783千円

雑給     514,809千円

地代家賃   465,940千円

 

給与手当  1,185,361千円

雑給 1,030,620千円

地代家賃 1,086,280千円

※２       ______________ ※２  固定資産売却益の内容 ※２　    ______________

建物及び構築物 56,693 千円

※３　固定資産売却損の内容 ※３    ______________ ※３　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

 

  

  

  

建物及び構築物 1,258,513千円

有形固定資産の

「その他」
　 27,712 

その他  284

計 1,286,510千円

※４　固定資産除却損の内容 ※４　固定資産除却損の内容 ※４　固定資産除却損の内容

建物及び構築物 63,879千円

有形固定資産の

「その他」
2,626

無形固定資産 486,522

原状回復費等 47,635

計   600,662千円

 

有形固定資産の

「その他」

 　　　　　千円

32,919

 

 

 

 

計 　32,919千円　 

建物及び構築物 63,651千円

有形固定資産

の「その他」
3,393

無形固定資産 486,522

原状回復費等 47,635

計   601,201千円

 ※５　店舗撤退損の内容

   経営資源を優良直営店及び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。

建物及び構築物除

却損
 187,413千円

有形固定資産の「そ

の他」除却損
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

 ※５　店舗撤退損の内容

   経営資源を優良直営店及び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。

  

  

保証金 15,000

 

原状回復費等

 

13,000

 

計   28,000千円

 ※５　店舗撤退損の内容

　 経営資源を優良直営店及び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
 131,870千円

有形固定資産の「そ

の他」売却損
7,103

リース契約中途解約

金
90,839

原状回復費等 171,749

計   401,561千円
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ※６　減損損失

 　当中間連結会計期間において、当

社グループ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 

　 当社グループは、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。

 ※６　減損損失

 　当中間連結会計期間において、当

社グループ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 

　 当社グループは、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60,321千円を特別損失

に計上いたしました。

　その内訳は、投資その他の資産の

「その他」18,267千円,リース資産

35,350千円及び無形固定資産6,702

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。

 ※６　減損損失

 　 当連結会計年度において、当社

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 

 当社グループは、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1,613,852千円を特別損

失に計上いたしました。

　その内訳は、建物及び構築物

1,267,429千円、有形固定資産の「そ

の他」35,759千円、リース資産

226,438千円及び投資その他の資産の

「その他」84,225千円であります。

　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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年1月１日　至　平成18年6月30日）
 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１ 170,572.31 25,000 － 195,572.31

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加25,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加でありま

す。

 

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の　

目的となる　　

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会　

計期間末残高

（千円）

前連結会計　

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

 提出会社

（親会社）

 平成17年新株予約権（注）１,２  　普通株式 80,000 － 25,000 55,000 440,000

 ストック・オプションとしての新

株予約権（注）３
－    　－ 　　－  　　 －　 　　　－  －

 連結子会社  － －  － － －   　 － －

 合計 普通株式   80,310   5,000  25,524   59,786 440,000 

（注）１．平成17年新株予約権の当中間連結会計期間減少は、新株予約権の行使によるものであります。

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

３．会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

 

 ３．配当に関する事項

 　　該当事項はありません。
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当中間連結会計期間（自　平成19年1月１日　至　平成19年6月30日）
 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１ 289,133.31 173,923 － 463,056.31

 （注）１．普通株式の発行済株式総数の増加のうち8,333株は、転換社債の転換、165,590株はデットエクイティスワップ

による新株の発行による増加であります。

 

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の　

目的となる　　

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結会　

計期間末残高

（千円）

前連結会計　

年度末 

当中間連結会

計期間増加 

当中間連結会

計期間減少 

当中間連結会

計期間末 

 提出会社

（親会社）

 平成18年新株予約権(第3回）  　普通株式 32,600 － － 32,600 35,501

 平成19年新株予約権（注）１  　普通株式  － 176,000  － 176,000 68,464

 ストック・オプションとしての新

株予約権（注）３
ー 　－ －  － － －

 連結子会社  － － － － －  － －

 合計 普通株式  32,600 176,000 －  208,600 103,965 

（注）１．平成19年新株予約権の当中間連結会計期間増加は、新株予約権の発行によるものであります。

２．上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

３．会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。

 

 ３．配当に関する事項

 　　該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年1月１日　至　平成18年12月31日）
 
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末　

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　（注）１ 170,572.31 118,561 － 289,133.31

 （注）　　 発行済株式数の増加は、第三者割当による新株の発行（払込期日：平成18年12月14日）による増加53,200株

及び平成18年4月13日新株予約権の行使による増加25,000株ならびに新株予約権付社債の行使による増加40,361

株であります。

 

２．新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権の　

目的となる　　

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計　　

年度末残高

（千円）

前連結会計　

年度末 

当連結会計　

年度増加 

当連結会計　

年度減少 

当連結会計　

年度末 

 提出会社

（親会社）

 平成17年新株予約権（注）１  　普通株式 80,000  80,000 － －

 ストック・オプションとしての新

株予約権（注）２
　　　　－  　 　－  　 　－ 　　 － 　　　 － －

 合計 　　　　－  　　 － 　　  －     － 　　  － － 

（注）１．平成17年新株予約権の当連結会計年度減少は、新株予約権の行使25,000株及び失権55,000株であります。

２．会社法施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。なお、当該新株予約権は

平成19年2月16日に放棄による消却がなされております。

 

 ３．配当に関する事項

 　　該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

※1　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※1　現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

※1　現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係

現金及び預金勘定 978,407千円

預入期間が３カ月を超

える定期預金等
 －

現金及び現金同等物   978,407千円

 2　重要な非資金取引の内容

 (1)

新株予約権の行使による

資本金の増加

100,000千円

新株予約権の行使による

資本剰余金の増加額
100,000千円

 新株予約権の行使による

新株予約権の減少額

200,000千円

 

 (2）株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び負債の

主な内訳

  株式の取得により新たに連結した

ことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びに株式の取得価額と取

得のための収入（純額）との関係は

次のとおりであります。

  JBインベストメントパートナーズ

株式会社（平成18年3月31日現在）

流動資産     830千円

固定資産 5,000千円

流動負債 △5,439千円

固定負債 －

連結調整勘定    △240千円
JBインベストメント

パートナーズ株式会社

の取得価額

  150千円

JBインベストメント

パートナーズ株式会社

の現金及び現金同等物

 △129千円

差引：JBインベストメ

ントパートナーズ株式

会社の取得による支出

21千円

現金及び預金勘定 278,814千円

預入期間が３カ月を超

える定期預金等
－ 

現金及び現金同等物   278,814千円

 　2      ＿＿＿＿＿＿＿

現金及び預金勘定 353,625千円

預入期間が３カ月を超

える定期預金等
－ 

現金及び現金同等物  353,625千円

 　2      ＿＿＿＿＿＿＿
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（リース取引関係）

 

　リース取引に関する注記事項については、中間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

を省略します。

 

　（企業結合等関係）

　

　企業結合等に関する注記事項については、該当事項がございませんので記載しておりません。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価

（千円）

中間連結貸借対照表計上額

（千円）

差　額

（千円）

①　株式 285,700 291,559 5,859

②　債券 － － －

③　その他 － － －

合計 285,700 291,559 5,859

 （注）当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式等について減損処理を行い、投資有価証券評価損

375,000千円を計上しております。なお、当該株式の減損にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得

原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行っております。

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 170,599

当中間連結会計期間末（平成19年６月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価

（千円）

中間連結貸借対照表計上額

（千円）

差　額

（千円）

①　株式 247,354 247,508 153

②　債券 － － －

③　その他 － － －

合計 247,354 247,508 153

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 10,000

  

 （注）当中間連結会計期間において、その他有価証券の非上場株式について減損処理を行っております。
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前連結会計年度末（平成18年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価

（千円）

連結貸借対照表計上額

（千円）

差　額

（千円）

①　株式 132,200 132,377 177

②　債券 － － －

③　その他 － － －

合計 132,200 132,377 177

 

２．時価のない主な有価証券

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 52,400
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（デリバティブ取引関係）

 

　デリバティブ取引に関する注記事項については、中間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

め開示を省略します。

 

（ストック・オプション等関係）

 

　ストック・オプション等に関する注記事項については、中間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します。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日）

 飲食経営事業

物流事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去または
全社

（千円）

連結
（千円）

 
和業態部門
（千円）

アジアン業態
部門

（千円）

その他
業態部門
（千円）

計
（千円）

売上高          

(1）外部顧客に対する

売上高
1,983,492 899,459 551,042 3,433,993 1,149,782 230,887 4,814,663 － 4,814,663

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ － － － 404,174 35,844 440,018 △440,018 －

計 1,983,492 899,459 551,042 3,433,993 1,553,956 266,731 5,254,682 △440,018 4,814,663

営業費用 1,980,516 1,083,717 592,685 3,656,919 1,553,248 447,550 5,657,718 152,552 5,810,270

営業利益（又は営業損

失(△)）
2,975 △184,258 △41,643 △222,925 708 △180,818 △403,035 △592,571 △995,607

当中間連結会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年６月30日）

 飲食経営事業

物流事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去または
全社

（千円）

連結
（千円）

 
和業態部門
（千円）

アジアン業態
部門

（千円）

その他
業態部門
（千円）

計
（千円）

売上高          

(1）外部顧客に対する

売上高
2,160,438 508,060 516,968 3,185,467 1,355,432 129,161 4,670,061 － 4,670,061

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

3,407 801 815 5,024 615,232 － 620,256 △620,256 －

計 2,163,846 508,861 517,783 3,190,492 1,970,664 129,161 5,290,318 △620,256 4,670,061

営業費用 1,981,863 540,619 524,090 3,046,573 1,935,754 329,681 5,312,009 △83,883 5,228,125

営業利益（又は営業損

失(△)）
181,982 △31,757 △6,306 143,918 34,909 △200,519 △21,690 △536,373 △558,063

前連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日）

 飲食経営事業

物流事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去または
全社

（千円）

連結
（千円）

 
和業態部門
（千円）

アジアン業態
部門

（千円）

その他
業態部門
（千円）

計
（千円）

 

売上高          

(1）外部顧客に対する

売上高
4,141,472 1,461,776 1,121,843 6,725,093 2,711,193 412,801 9,849,087 － 9,849,087

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

3,133 1,106 848 5,088 1,043,615 89,030 1,137,734 △1,137,734 －

計 4,144,606 1,462,882 1,122,692 6,730,182 3,754,809 501,831 10,986,822 △1,137,734 9,849,087

営業費用 3,742,877 1,738,550 1,150,437 6,631,866 3,655,672 764,800 11,052,339 681,544 11,733,883

営業利益（又は営業損

失(△)）
401,728 △275,667 △27,745 98,315 99,136 △262,968 △65,516 △1,819,278 △1,884,795

　（注）１　事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業の主な事業内容は、以下のとおりであります。

１）飲食経営事業 ①　和業態部門　　　　：　「北前そば高田屋」「とり鉄」などの飲食直営店経営及

　　　　　　　　　　　　び同ブランドに係るＦＣ加盟金収入、ＦＣロイヤルティ収

　　　　　　　　　　　　入、店舗開発収入等

 ②　和業態部門　　　　：　「暖中」「ヤマダモンゴル」「炭一鉄」などの飲食直営

　　　　　　　　　　　　店経営及び同ブランドに係るＦＣ加盟金収入、ＦＣロイヤ

　　　　　　　　　　　　ルティ収入、店舗開発収入等

 ③　その他業態部門　　：　上記以外の飲食直営経営及び同ブランドに係るＦＣ加盟

　　　　　　　　　　　　金収入、ＦＣロイヤルティ収入、店舗開発収入等

－ 40 －



２）物流事業 当社グループ及びＦＣ向け物流収益

（尚、他の既存事業とは別に、当期より開始した事業であります。）

３）その他事業    上記以外の物品販売役務の対価等

 

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用は、前中間連結会計期間は614,356千円、当

中間連結会計期間は599,373千円、前連結会計年度は1,406,108千円であります。そのうち主たるものは、当社

の総務・経理部門等の管理部門にかかる費用であります。

        ４　物流事業は平成18年２月より開始しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

    当中間連結会計期間において、在外連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

　当中間連結会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日）

    当中間連結会計期間において、在外連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。

  前連結会計年度（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日）

    前連結会計年度において、在外連結子会社及び重要な在外支店がないため該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高

　海外売上高

前中間連結会計期間(自　平成18年１月１日　至　平成18年6月30日)

  当中間連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。

 

当中間連結会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年6月30日)

  当中間連結会計期間において、海外売上高がないため該当事項はありません。

 

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

  前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額   △9,830円61銭 △4,435円75銭     △5,569円55銭

１株当たり中間（当期）純損

失(△)
△34,370円81銭 △7,547円37銭 △41,965円46銭

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）

当中間連結会計期間から、

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。

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。

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、当

期純損失のため記載してお

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
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額    

中間連結貸借対照表の純資

産の部の合計額
        △1,482,595千円 △1,950,040千円 △1,610,341千円 

普通株式に係る純資産額 △1,922,595千円 　△2,054,006千円 　　－ 

中間連結貸借対照表の純資

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連

結会計期間末の純資産額と

の差額の主な内容

                         

　　新株予約権       440,000千円 103,965千円 35,501千円 

普通株式の発行済株式数 195,572.31株 463,056.31株 289,133.31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 　　　　463,056.31株 　289,133.31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)純利益金額の算定上の基礎は、

下記のとおりであります。

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり中間（当期）純損

失（△）
   

中間（当期）純損失（△） △6,237,749千円 △2,508,203千円 △8,255,235千円

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（△）
　　   △6,237,749千円 △2,508,203千円  △8,255,235千円

期中平均株式数       181,483株  332,327.79株   196,715株 

希薄化効果を有しないため

潜在株式調整後１株当たり

中間(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2,086個)

 

新株予約権１種類

(新株予約権の数4,582個)
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 １　子会社の株式取得

 平成18年７月25日開催の取締役会に

おいて、平成17年12月29日付で発表

いたしました「株式会社双葉の経営

支援に関する覚書締結」に関し、平

成18年６月27日付で同社の民事再生

計画認可が確定となったため、平成

18年７月27日付で株式会社双葉が行

う第三者割当増資による新株を当社

が取得し、子会社化することを決議

いたしました。　

 (1)株式取得の理由

 当社は株式会社双葉（以下双葉）の

株式について、当初ジェイ・ブリッ

ジ株式会社（以下ジェイ・ブリッジ）

との協力の下で同社の事業再生を進

める予定でしたが、双葉の主力商品

としての陶磁器において、当社グルー

プ店舗で使用する非常に付加価値の

高い食器等を保有していること、ま

た、双葉の販路として有している百

貨店や結婚式場などが、当社グルー

プにおける物流事業拡大において有

効活用できる可能性が高いと判断し

たためであります。 

 (2)株式会社双葉の概要

　①名称

　　株式会社双葉

　②主な事業内容

　　陶磁器卸売業

　③設立年月日

　　昭和22年７月

　④本店所在地

　　東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目

　　４番１号

　⑤代表者

　　市川　淳

　⑥資本金の額

　　12,000千円（平成17年11月30日現

　　在）

　⑦従業員数

　　32名（平成17年11月11日現在、取

　　締役３名を除く）

　⑧大株主構成および持分比率（平成

　　18年７月１日現在）

　　市川　淳一族　223,363株　93.0%

　　京都製陶㈱　　  4,500株　 1.9%

1　子会社の会社分割

　平成19年7月6日開催の取締役会にお

いて、当社は、当社子会社である株式

会社東京タスコを会社分割し、事業の

一部を、新たに設立する会社に承継す

ることを決議いたしました。

（1）会社分割の理由

　当社子会社である株式会社東京タス

コについて、当社では今後、そば居酒

屋の『高田屋』を中心に経営資源を集

中していくという方針を固めておりま

すが、今般当社は、当社の主力ブラン

ドである『升屋』事業につき、“和”業

態事業の業務提携先との親和性向上を

図ることを目的として株式会社東京タ

スコが会社分割（新設分割）により分

社化することといたしました。

（2）会社分割の概要

　当社子会社である株式会社東京タス

コを分割会社として、新設する株式会

社升屋を承継会社とする物的分割で

す。

（3）分割日程

分割決議取締役会　平成19年7月6日

分割契約締結　　　平成19年7月6日

分割承認株主総会　平成19年7月31日

分割効力発生日　　平成19年8月1日

（4）新設分割承継会社の状況

　①商号　　　　　株式会社升屋

　②主な事業内容　飲食店経営事業

　③本店所在地　　東京都港区赤坂一

　　　　　　　　　丁目9番20号

　④代表者の役職・氏名

　　　　代表取締役　山本健一郎

　⑤資本金の額　　50,000千円

　⑥事業年度の末日　12月31日　

（5）分割する事業部門の経営成績

　　　　（平成18年12月期在）

　　売上高　　　　　　464,216千円

　　売上総利益　　　　339,028千円

　　営業利益　　　　　 61,247千円

　　経常利益　　　　　 61,226千円

 

 

１　社債

（イ）当社は、平成19年1月30日開催

　の取締役会決議に基づいて、次のと

　おり第４回無担保普通社債を発行し

　ております。

①社債の種類　無担保普通社債

②発行総額　　500,000千円

③発行価額　　額面100円につき100円

④利率　　　　年２％

⑤償還金額　　額面100円につき113円

⑥発行日　　　平成19年１月31日

⑦償還期限　　平成20年１月30日

⑧資金の用途　運転資金

　　ただし、平成19年３月末日以降は

　繰り上げ償還できるものとし、償還

　金額は日割り計算をすることとす

　る。

（ロ）当社は、平成19年1月30日開催

　の取締役会決議に基づいて、次のと

　おり第５回無担保普通社債を発行し

　ております。

①社債の種類　無担保普通社債

②発行総額　　730,000千円

③発行価額　　額面100円につき100円

④利率　　　　年７％

⑤償還金額　　額面100円につき100円

⑥発行日　　　平成19年2月28日

⑦償還期限　　本社債は分割償還とし

　平成19年3月30日、金400,000につい

　ては平成19年12月28日を償還期限と

　する。

２  ストックオプションの消却  

　平成18年１月17日開催の取締役会

決議に基づき、当社及び当社子会社

の取締役及び監査役ならびに従業員

に対して、ストックオプションを付

与しておりましたが、対象者の放棄

の申出があったことで、平成19年２

月16日開催の取締役会にてストック

オプションの消却を決議いたしまし

た。本消却により、これまでの退職

者に対するストックオプションの消

却分を含め、該当のストックオプショ

ンは全株消却されております。

 

  平成19年2月16日取締役会における消

却分

①消却する株式の数　　 　  3,352株　

②消却の時期　  　平成19年２月16日
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 　⑨当社との関係

  資本的関係：経営支援に関する覚書

  を平成17年12月29日付で締結してお

  ります。

　人的関係：なし

　取引関係：なし

　⑩決算期

　11月30日

　⑪主な事業所

　本社：東京都中央区日本橋蛎殻町一

        丁目４番１号

　東京営業所：東京都江戸川区東葛西

              七丁目８番７号

　⑫発行済株式総数

　240,000株

  （平成17年11月30日現在）

　⑬最近事業年度における業績の動向
 平成17年１月期 平成18年１月期

売上高 1,344 1,193 

売上総利益 377 245 

営業利益 19 △106 

経常利益 △14 △874 

当期利益 △14 △2,335 

総資産 3,160 917 

純資産 △683 △3,019 

  ※金額はすべて単位：百万円で計上しております。

 (3)取得株式数、取得価額および取得前

の所有株式の状況

 ①異動前の所有株式数

  　 0株

 ②取得株式数

 　　1,000株（取得価額50,000千円）

 ③異動後の所有株式数

     1,000株（保有割合100%）

 (4)日程

 ①取締役会決議日

 　  平成18年７月25日

 ②増資払込期日

     平成18年７月27日
 

2　子会社の会社分割と株式譲渡

　平成19年8月24日開催の取締役会にお

いて、当社は、当社子会社である株式

会社東京タスコ及びプラスネット株式

会社の事業の一部を、会社分割（新設

分割及び吸収分割）により新設会社に

承継し、当該新設会社の全株式を株式

会社ジー・コミュニケーションに譲渡

することを決議いたしました。

（1）会社分割の理由

　当社子会社である株式会社東京タス

コについて、当社では今後、そば居酒

屋の『高田屋』を中心に経営資源を集

中していくという方針を固めておりま

すが、現状当社では、スピードを持っ

た採算向上を図ることが難しい『ヤマ

ダモンゴル』、『暖中』、『ピンクの

豚』、『炭一鉄』、『スパイスピエ

ロ』、『東京ヤミツキ酒場』のブラン

ドについて、株式会社ジー・コミュニ

ケーションに譲渡することにより、よ

り『高田屋』事業に経営資源を集中す

ることが出来るため、収益基盤の強化

による当社の企業価値向上に繋がるも

のと判断いたしました。

（2）会社分割の概要

　当社子会社である株式会社東京タス

コから、対象部門を会社分割（新設分

割）により新設会社へ承継し、次に当

社子会社であるプラスネット株式会社

の対象部門を会社分割（吸収分割）の

方法により承継させ、その上で株式会

社ジー・コミュニケーションに新会社

の全株式を譲渡します。

（3）分割日程

　1）新設分割（㈱東京タスコ）

分割決議取締役会　平成19年8月24日

分割承認株主総会　平成19年9月13日

分割効力発生日　　平成19年9月14日

　2）吸収分割（プラスネット㈱）

分割決議取締役会　平成19年9月14日

分割契約書調印　　平成19年9月14日

分割承認株主総会　平成19年10月1日

債権者保護手続き　平成19年10月5日

　　　　　　　　～平成19年11月6日

分割効力発生日　　平成19年11月6日

 

 

 ３　資本金及び資本準備金の減少

  当社は、平成19年３月７日開催の

取締役会において、平成19年３月30

日開催の第19期定時株主総会に資本

金及び資本準備金の減少に関する議

案を提出することを決議し、同案は

同株主総会において次のとおり原案

通り承認可決されました。

 　(1)　減少の目的

 当社は、当連結会計年度において大

幅な欠損金を計上いたしましたが、

資本準備金の取り崩しと併せて資本

金の減少による欠損填補を行うこと

により、累積損失を一掃し、当社財

務内容の健全化を図るものでありま

す。

　(2)  減少すべき資本金及び資本

 準備金の額

資本金　　　　　6,148,743,980円 

  資本準備金　　　7,361,220,192円

 　(3)　資本減少の方法

 発行済株式の変更は行わず、資本の

額のみを減少する方法によります。

 　(4)　資本減少の効力発生日

 平成19年５月７日を予定しておりま

す。

  ４　ストックオプションの付与

 当社は、平成19年３月30日開催の定

時株主総会において、会社法236条、

第238条及び第239条の規定に基づき

ストックオプションの付与を決議い

たしました。

 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　　　普通株式

   (2)新株発行の予定株式数

　　　　　　 5,000株を上限とする 

   (3)発行価額　無償 

   (4)対象者　　　　

  当社の取締役及び使用人並びに

関係会社の取締役及び使用人

   (5)権利行使期間　　

　　　　　　 付与日から２年間
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　3）株式譲渡（㈱東京タスコ）

株式譲渡承認取締役会

　　　　　　　　　平成19年11月6日

株式譲渡契約書調印

　　　　　　　　　平成19年11月6日

（4）新設分割承継会社の状況

　①商号　　　株式会社Ｔパートナー

　②主な事業内容　飲食店経営事業

　③本店所在地　　愛知県名古屋市北

　　　　　　　　　区黒川本通五丁目

　　　　　　　　　12番3号

　④代表者の役職・氏名

　　　　代表取締役　加藤綱義

　⑤資本金の額　　10,000千円

　⑥事業年度の末日　3月31日　

（5）分割する事業部門の経営成績

　　　　（平成18年12月期在）

　　　株式会社東京タスコ

　　売上高　　　　　2,860,610千円

　　営業利益　　　　△223,951千円

　　経常利益　　　　△228,606千円

　　当期純利益　　　△620,029千円

　　　プラスネット株式会社

　　売上高　　　　　　283,977千円

　　営業利益　　　　△299,197千円

　　経常利益　　　　△287,458千円

　　当期純利益　　△1,647,234千円
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 3　固定資産の譲渡及び特別損失の

　　発生

　平成19年8月24日開催の取締役会にお

いて当社は、当社の孫会社である株式

会社とり鉄が運営する飲食事業のＦＣ

加盟店に対して、とり鉄経堂店の店舗

資産を譲渡することを決議いたしまし

た。

　（1）譲渡する相手会社の概要

　①商号　東京宝株式会社

　②主な事業内容　観光土産品の開発

　　、製造及び販売　飲食店の経営

　③本店所在地　静岡県熱海市上多賀

　　　　　　　　686番地

　④代表者　代表取締役　河越康行

　⑤資本金の額　85,000千円

　（2）譲渡資産の内容

　①店舗名　とり鉄経堂店の店舗に関

　　　　　　する資産

　②帳簿価額　11,126千円

　③所在地　東京都世田谷区経堂1-22

　　　　　　-15

　（3）譲渡価額　3,186千円

　（4）譲渡の時期　平成19年8月24日

　（5）特別損失の計上

　　　　　7,940千円の特別損失

　　　　　を計上する予定です。

　（6）今後の見通し

　　　当該事象による当期業績予想の

　　　変更はありません。
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18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 ※２ 802,667   208,624   264,806   

２　売掛金  212,213   －   783,057   

３　短期貸付金  735,200   1,405,011   10,000   

４　預け金  1,050,956   570,000   715,989   

５　立替金  419,424   －   24,024   

６　未収入金  －   －   1,624,213   

７　関係会社未収
入金

 －   2,809,879   －   

８　その他 ※４ 266,441   369,356   86,817   

貸倒引当金  △21,166   △2,477,900   △6,932   

流動資産合計   3,465,737 43.5  2,884,971 54.8  3,501,976 51.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1）建物及び構
築物

※１ 310,056   194,662   217,466   

(2）その他 ※１ 22,469   14,699   17,018   

 有形固定資産合
計

 332,525   209,362   234,485   

２　無形固定資産           

(1）ソフトウェ
ア

 11,165   40,748   26,271   

(2）その他  6,881   178   6,880   

 無形固定資産合
計

 18,046   40,927   33,152   

３　投資その他の
資産

          

(1）投資有価証
券

 462,447   257,508   184,777   

(2）関係会社株
式

※２ 2,510,283   2,510,563   2,510,283   

(3）長期貸付金  420,000   495,000   420,000   

(4）敷金保証金 ※２ 1,128,018   858,633   960,466   

(5）破産更生債
権等

    300,000   300,000   

(6）その他 ※２ 542,626   304,237   328,180   

貸倒引当金  △428,537   △1,031,954   △639,881   

投資損失引
当金

 △520,000   △1,585,476   △1,080,269   

投資その他の
資産合計 

 4,114,838   2,108,511   2,983,558   

固定資産合計   4,465,411 56.1  2,358,801 44.8  3,251,196 48.0

Ⅲ　繰延資産   31,431 0.4  23,787 0.4  22,861 0.3

資産合計   7,962,580 100.0  5,267,560 100.0  6,776,034 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年６月30日）
当中間会計期間末

（平成19年６月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（平成18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  235   －   －   

２　短期借入金 ※２ 2,470,000   754,000   450,000   

３　一年以内償還
予定社債

 270,000   370,000   220,000   

４　一年以内返済
予定長期借入
金

※２ 1,591,404   1,032,084   1,122,555   

５　未払金  655,051   584,433   612,829   

６　未払法人税等  23,109   33,026   37,212   

７　借入有価証券  －   267,528   －   

８　株主優待引当
金

 －   138,200   142,300   

９　その他 ※４ 162,533   224,946   263,668   

流動負債合計   5,172,333 65.0  3,404,219 64.6  2,848,567 42.1

Ⅱ　固定負債           

１　社債 ※２ 370,000   1,400,000   1,285,000   

２　長期借入金 ※２ 1,418,144   513,356   786,546   

３　預り保証金  －   284,500   －   

４　その他  420,550   69,436   355,562   

固定負債合計   2,208,694 27.7  2,267,292 43.0  2,427,108 35.8

負債合計   7,381,028 92.7  5,671,512 107.6  5,275,676 77.9

           

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１ 資本金   6,464,678 81.2  2,514,746 47.8  7,613,494 112.4

２ 資本剰余金           

(1)資本準備金  6,212,411   1,049,996   7,361,220   

資本剰余金合計   6,212,411 78.0  1,049,996 19.9  7,361,220 108.6

３ 利益剰余金           

　(1)その他利益剰
余金

          

 繰越利益剰余金
（△） 

 △12,539,029   △4,072,814   △13,509,964   

 利益剰余金合計   △12,539,029 △157.5  △4,072,814 △77.3  △13,509,964 △199.4

 株主資本合計   138,060 1.7  △508,071 △9.6  1,464,750 21.6

　Ⅱ 評価・換算差額等
　　

          

 １  その他有価証
券評価差額金

 3,491   153   105   

     評価・換算差額
等合計

  3,491 0.1  153 0.0  105 0.0

 　Ⅲ 新株予約権   440,000 5.5  103,965 2.0  35,501 0.5

 　　純資産合計   581,552 7.3  △403,951 △7.6  1,500,357 22.1

 　　負債純資産合計   7,962,580 100.0  5,267,560 100.0  6,776,034 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,728,224 100.0  553,665 100.0 △2,174,559  3,305,405 100.0

Ⅱ　売上原価   757,612 27.8  －  △757,612  757,612 22.9

売上総利益   1,970,611 72.2  553,665 100.0 △1,416,946  2,547,793 77.1

Ⅲ　販売費及び
一般管理費

  2,678,075 98.1  649,566 117.3 △2,028,509  3,608,457 109.2

営業損失（△）   △707,463 △25.9  △95,900 △17.3 611,563  △1,060,664 △32.1

Ⅳ　営業外収益            

１　受取利息  12,336   7,302    27,216   

２　リベート収入  －   5,932    31,474   

３　受取賃貸料  534,115   456,664    1,056,816   

４　その他   46,537 592,989 21.7 5,381 475,281 85.8 △117,708 37,562 1,153,071 34.9

Ⅴ　営業外費用            

１　支払利息  54,571   109,034    105,649   

２　賃貸原価  519,301   408,247    983,990   

３　株式交付費償却  －   9,855    －   

４　社債償還損  －   63,239    －   

５　支払手数料  －   315,642    177,888   

６　その他   90,855 664,728 24.4 18,208 924,227 166.9 259,499 59,613 1,327,142 40.2

経常損失（△）   △779,203 △28.6  △544,846 △98.4 234,357  △1,234,736 △37.4

Ⅵ　特別利益            

１　固定資産売却益 ※１ －   56,693    －   

２　投資有価証券売
却益

 24,549   61,291    29,098   

３　保証金償却返還
益

 14,828   －    56,751   

４　新株予約権戻入
益

 －   －    440,000   

５　過年度損益修正
益

 －   8,055    －   

６　その他  3,000 42,378 1.6 － 126,040 22.7 83,662 19,949 545,798 16.5

            

Ⅶ　特別損失            

１　固定資産売却損 ※２ 1,283,534   5,396    1,276,010   

２　固定資産除却損 ※３ 571,329   －    571,329   

３　減損損失 ※５ 1,047,041   42,582    1,097,974   

４　投資有価証券評
価損

 375,000   60,400    565,198   

５　投資有価証券売
却損

 －   －    25,289   

５　貸倒引当金繰入
額

 26,319   2,863,040    227,153   

６　貸倒損失  －   －    20,000   

６　投資損失引当金
繰入額

 520,000   505,207    1,080,269   

８　加盟金返還損  73,066   －    73,066   

９　解約違約金  156,000   126,000    156,000   

10　店舗撤退損 ※６ 415,248   28,000    370,294   

11　過年度損益修正
損

 －   21,895    181,522   

12　その他  168,980 4,636,521 170.0 － 3,652,523 659.7 △983,998 4,000 5,648,106 170.8
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前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年１月１日
至　平成18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
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

税引前中間(当
期)純損失
（△）

  △5,373,345 △197.0  △4,071,330 △735.3 1,302,015  △6,337,044 △191.7

法人税、住民税
及び事業税

  10,585 0.3  1,483 0.3 △9,102  17,820 0.6

中間(当期)純損
失（△）

  △5,383,931 △197.3  △4,072,814 △735.6 1,311,117  △6,354,865 △192.3
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(3）中間株主資本等変動計算書

 前中間会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日） 　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成17年12月31日残高

　　　　　　 
5,327,178 5,074,911 － 5,074,911 △7,155,098 △7,155,098 3,246,991

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 － － 2,275,000

中間純損失（△） － － － －  △5,383,931 △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
1,137,500 1,137,500 － 1,137,500 △5,383,931 △5,383,931 △3,108,931

 平成18年６月30日残高 6,464,678 6,212,411 　－ 6,212,411 △12,539,029 △12,539,029 138,060

 

 評価・換算差額等

 新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日残高

　　　　　　 
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

中間純損失（△） － － － △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 △200,000 △202,320

中間会計期間中の変動額合

計
△2,320 △2,320 △200,000 △3,311,251

 平成18年６月30日残高 3,491 3,491 440,000 581,552
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 当中間会計期間（自平成19年１月１日　至平成19年６月30日） 　　　　　　　　　　　　　　（単位　千円）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成18年12月31日残高

　　　　　　 
7,613,494 7,361,220 － 7,361,220 △13,509,964 △13,509,964 1,464,750

中間会計期間中の変動額

新株の発行 1,049,996 1,049,996 － 1,049,996 － － 2,099,992

資本金及び資本準備金取

崩額
△6,148,743 △7,361,220 13,509,964 6,148,743 － － －

中間純損失（△） － － － －  △4,072,814 △4,072,814 △4,072,814

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

－ － △13,509,964 △13,509,964 13,509,964 13,509,964 －

中間会計期間中の変動額合

計
△5,098,747 △6,311,224 － △6,311,224 9,437,150 9,437,150 △1,972,822

 平成19年６月30日残高 2,514,746 1,049,996 － 1,049,996 △4,072,814 △4,072,814 △508,071

 

 評価・換算差額等

 新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年12月31日残高

　　　　　　 
105 105 35,501 1,500,357

中間会計期間中の変動額     

新株の発行 － － － 2,099,992

資本金及び資本準備金取

崩額
－ － － －

中間純損失（△） － － － △4,072,814

株主資本以外の項目の中

間会計期間中の変動額

（純額）

48 48 68,464 68,512

中間会計期間中の変動額合

計
48 48 68,464 △1,904,309

 平成18年６月30日残高 153 153 103,965 △403,951
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 前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年１月１日　至平成18年12月31日） 　　　　　（単位　千円）

株主資本

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

その他利益剰
余金 利益

剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成17年12月31日残高

　　　　　　 
5,327,178 5,074,911 － 5,074,911 △7,155,098 △7,155,098 3,246,991

事業年度中の変動額

新株の発行 2,286,316 2,286,308 － 2,286,308 － － 4,572,625

当期純損失（△） － － － －  △6,354,865 △6,354,865 △6,354,865

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計 2,286,316 2,286,308 － 2,286,308 △6,354,865 △6,354,865 △1,782,240

 平成18年12月31日残高 7,613,494 7,361,220 － 7,361,220 △13,509,964 △13,509,964 1,464,750

 

 評価・換算差額等

 新株予約権 純資産合計

その他有価証券
評価差額金

評価・換算差額
等合計

平成17年12月31日残高

　　　　　　 
5,812 5,812 640,000 3,892,803

事業年度中の変動額     

新株の発行 － － － 4,572,625

当期純損失（△） － － － △6,354,865

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

△5,706 △5,706 △604,498 △610,205

事業年度中の変動額合計 △5,706 △5,706 △604,498 △2,392,445

 平成18年12月31日残高 105 105 35,501 1,500,357
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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

  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

円の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

で純粋持株会社に移行しており、当社

グループ自体は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、当社及び当社

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

及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。

  当社は、前事業年度において

6,354,865千円の当期純損失を計上し、

当中間会計期間においても4,072,814千

円の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4,069,440千円に上り、

その返済に関して困難な状況になって

おります。当社は、平成18年５月１日

付で純粋持株会社に移行しており、当

社グループ自体は1,950,040千円の債務

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、当社及び当社

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コスト削減

　当社グループは、前事業年度に引き

続き、本部人員を中心とする店舗への

配置転換、人員削減や給与カットな

どによる人件費の圧縮、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、株主優待制

度の改訂の検討などにより、コスト削

減を行ってまいります。

②主力業態への経営資源の集中及び同

業他社との業務提携

  当社グループは、主力業態である「高

田屋」「とり鉄」「升屋」のうち、売

上、収益面において、当社グループＮ

O.１の創業ブランドである「高田屋」

に対し経営資源を集中投下していく方

針を決定いたしました。

　また、「とり鉄」「升屋」について

は会社分割を行い、絶えず変化する経

営環境への意思決定の迅速化とあわせ、

積極的に外部パートナーの支援を受け、

更なる成長を目指していくことを決定

いたしました。

　当社は、当事業年度末時点において、

現金及び預金については264,806千円に

留まる一方、有利子負債残高について

は3,864,101千円であることからその返

済が困難な状況にあります。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、

現在、金融機関に対し借入金等の返済

方法についての金融支援要請をしてお

ります。当社としては、当該金融支援

実現のため鋭意努力しており、当該要

請が受入れられることを信じておりま

す。

　また、直営店の業績悪化、財務体質

悪化に伴う信用力低下によるフランチャ

イズ加盟金売上高の減少、購買力

の低下による食材原価率の悪化、不採

算店舗の閉店等による多額の店舗撤退

損の計上により、当事業年度において

6,354,865千円の当期純損失を計上して

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るために、

前事業年度に引き続き、以下の施策を

展開してまいります。

①不採算店舗の圧縮

　当社グループ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などの取

り組みを実施し、撤退費用を抑えた不

採算店舗の圧縮に注力してまいりま

す。

②コスト削減

　当社グループは、前事業年度に引き

続き、本部人員を中心とする店舗への

配置転換、人員削減や給与カットな

どによる人件費の圧縮、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、株主優待制

度の改訂の検討などにより、コスト削

減を行ってまいります。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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104％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。

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。

③飲食経営事業への特化

　当社グループは、限りある経営資源

を最大限活用するため、飲食経営事業

以外の周辺事業のうち、飲食経営事

業と関連性が低い金融関連事業等につ

いては撤退し、飲食経営事業に経営資

源を集中投下し、早期の飲食経営事

業建て直しを図ってまいります。

④他事業会社との提携

　当社グループの主要事業である飲食

経営事業の経営改善、信用力補完のた

め、飲食経営事業ノウハウを持つ他事

業会社との提携を積極的に推進してま

いります。

　資金面につきましては、平成19年5月

16日までに、チャレンジ・ジャパン1号

投資事業組合からの借入金1,999,996千

円をデットエクイティスワップにより

資本に組み入れて資本増強を図りまし

たが、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。

③主力3業態への経営資源の集中

　当社グループは、中核業態である「高

田屋」・「とり鉄」・「升屋」に経営

資源を集中投下し、メニューの見

直し、現場営業力向上によるブランド

競争力の強化への取り組みを実施して

まいります。

④飲食経営事業への特化

　当社グループは、限りある経営資源

を最大限活用するため、飲食経営事業

以外の周辺事業のうち、飲食経営事

業と関連性が低い金融関連事業等につ

いては撤退し、飲食経営事業に経営資

源を集中投下し、早期の飲食経営事

業建て直しを図ってまいります。

⑤他事業会社との提携

　当社の主要事業である飲食経営事業

の経営改善、信用力保管のため、飲食

経営事業ノウハウを持つ他事業会社

との提携を積極的に推進してまいりま

す。

  さらに、当社としては、当事業年度

に引き続き、第三者割当増資による資

金調達を行い資本の増強を図るととも

に、金融機関については金融支援を要

請してまいります。

　これら施策を確実に実行するように

当社役職員一丸となって努力してまい

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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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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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、全部純資産

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

事業年度末の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は、全部純資産

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

  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

 (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）　＿＿＿＿＿＿＿

 

(4）ライセンス取得権利金

定額法

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

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　　　  (2）投資損失引当金  (2）投資損失引当金 (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。 

 

（3）　＿＿＿＿＿＿＿

    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、投資損

  失引当金を計上しておりま

  す。

 

 

 

 

(3）株主優待引当金

　将来の株主優待券の利用

による費用の発生に備える

ため、株主優待券の利用実

績に基づいて、当中間会計

期間末日後に発生すると見

込まれる額を計上しており

ます。

 

    当事業年度より関係会社

  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、投資損失引当金を

  計上しております。

   なお、当事業年度に発生し

  た投資損失引当金繰入額

  1,080,269千円は「特別損

  失」に計上しております。 

 

(3）株主優待引当金

　将来の株主優待券の利用

による費用の発生に備える

ため、株主優待券の利用実

績に基づいて、翌期以降に

発生すると見込まれる額を

計上しております。

　 (追加情報） 

　株主優待費は、従来、優

待券利用時に販売費及び一

般管理費として処理をして

おりましたが、株主数の増

加に伴い株主優待券の発行

数が増加したこと、及び、

利用実績率の把握が可能と

なったことから、当事業会

計年度末より、翌期以降に

発生すると見込まれる株主

優待費の額を株主優待引当

金として計上することとい

たしました。

　この結果、従来の方法に

よった場合と比較して、営

業損失、経常損失及び税引

前当期純損失が142,300千

円多く計上されております。

 

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 
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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

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）株式交付費

３年間で均等消却して

おります。

１ 繰延資産の処理方法

(1）株式交付費

    　　　 同左

 (2）　＿＿＿＿＿＿＿

　　　　

(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

　　　 同左

 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
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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の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

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　　　　　──────

　　　

１　固定資産の減損に係る会計基準

　当事業年度より「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　

平成15年10月31日　企業会計基準

適用指針第６号）を適用しており

ます。

　これにより、税引前当期純損失

は1,097,974千円増加しておりま

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。

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、中間財務諸表等規則の改

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

等規則により作成しております。

２　　　　　──────

　　

 ２ 貸借対照表の純資産の部の表示方

法に関する会計基準

  当事業年度より「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成

17年12月９日　企業会計基準第５

号）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」（企業会計基準委員会　

平成17年12月９日　企業会計基準

適用指針第８号）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、1,464,856千円でありま

す。

　なお、財務諸表等規則の改正に

より、当事業年度における貸借対

照表の純資産の部については、改

正後の財務諸表規則により作成し

ております。
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前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 ３　　　＿＿＿＿＿＿＿

　

 ３ 繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い

　当中間会計期間より「繰延資産の

会計処理に関する当面の取扱い」（企

業会計基準委員会　平成18年８月11

日実務対応報告書第19号）を適用し

ております。

 ３ 繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い

　当事業年度より「繰延資産の会計

処理に関する当面の取扱い」（企業

会計基準委員会　平成18年８月11日

実務対応報告書第19号）を適用して

おります。

　前事業年度において繰延資産の内

訳として表示していた「新株発行費」

は、当事業年度より「株式交付費」

として表示する方法に変更しており

ます。

 ４　　  ＿＿＿＿＿＿＿

 

 ４ 有形固定資産の減価償却の処理方

法

　平成19年度の税制改正に伴い、平成

19年4月1日以降に取得した有形固定資

産については改正後の法人税法に規定

する減価償却の方法によっておりま

す。

　なお、この変更による影響額は軽微

であります。

 

 ４　　　　＿＿＿＿＿＿＿
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

（中間貸借対照表関係） （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。

1　短期貸付金

　  前中間会計期間まで流動資産の「その他」に含めて表

示していた「短期貸付金」は、資産合計の100分の５

を超えることとなったため、当中間会計期間より区分

掲記することに変更いたしました。なお、前中間会計

期間における「短期貸付金」の金額は60,052千円であ

ります。

 2  立替金 

  前中間会計期間まで流動資産の「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

以下となったため、流動資産の「その他」に含めて表

示することにいたしました。なお当中間会計期間にお

ける「立替金」の金額は22,993千円であります。

 3　預り保証金

　  前中間会計期間まで固定負債の「その他」に含めて表

示していた「預り保証金」は、資産合計の100分の５

を超えることとなったため、当中間会計期間より区分

掲記することに変更いたしました。なお、前中間会計

期間における「預り保証金」の金額は331,396千円で

あります。
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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18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

※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

417,409 千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

 323,832千円

※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

※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

※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

流動資産「その

他」

 92,087 千円

投資有価証券 246,050

敷金保証金  65,000  

計 403,137 千円

現金及び預金 81,909千円

預け金 25,800 

投資有価証券 131,000 

敷金保証金     86,358 

計    325,067千円

(ロ）上記に対応する債務 (ロ）上記に対応する債務 (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 300,028

計 773,022千円

未払金

一年以内返済

予定長期借入金

　 260,850千円

　 417,264千円

長期借入金  341,056   

計  1,019,170千円

短期借入金 90,000千円

一年以内返済予定長

期借入金

         

401,015

長期借入金           

504,846

計 995,861千円

　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10,000千円であります。

　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20,000千円であります。

　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。

　３ 偶発債務（保証債務）

　　①　　　──────

　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

(株)ブランドバンク  3,200千円

計   3,200千円

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。

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。

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。

(株)ブランドバンク 21,963千円

計 21,963千円

(株)ブランドバンク 22,520 千円

計 22,520 千円

(株)ブランドバンク 34,424千円

計 34,424千円

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。

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。

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

(株)ＴＡＳＣＯ

キャピタル
 64,880千円

(株)ＴＡＳＣＯ

キャピタル
100,273千円
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前中間会計期間末
（平成18年６月30日）

当中間会計期間末
（平成19年６月30日）

前事業年度末
（平成18年12月31日）

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 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

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)フジタコーポレー

ション　                  25,386千円

(株)シモデンフード

サービス　                10,936

(株)アイペック　　　 　　　6,694

(株)プラスエスコーポ

レーション　               5,552

(株)イーピーエム・プレ

ミアムダイニング　         5,391

 (株)その他　           　185,621

　　　　　計　　       　 　239,583千円　

　　　　　　　

⑤平成18年12月25日に株式会社オ

オエックスに対して当社の支援先

であった株式会社双葉の株式を売

却した際に、同社の将来の偶発事

象に関して、約37,000千円をジェ

イ・ブリッジ株式会社とともに債

務保証しております。

④平成18年12月25日に株式会社オ

オエックスに対して当社の支援先

であった株式会社双葉の株式を売

却した際に、同社の将来の偶発事

象に関して、約37,000千円をジェ

イ・ブリッジ株式会社とともに債

務保証しております。

      

      

     

※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

　仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動資産の「その

他」として表示しております。

※４ 　　　──────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間

（自　平成18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日）

※１　　　　＿＿＿＿＿＿＿ ※１　固定資産売却益の内容 ※１ 　　　＿＿＿＿＿＿＿

建物及び構築物 56,693千円

計     56,693千円

※２ 固定資産売却損の内容 ※２　　 ＿＿＿＿＿＿＿ ※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

建物 1,186,696千円

構築物 61,317 

車両運搬具 1,014

工具器具備品 26,698

無形固定資産の

「その他」
283

計 1,276,010千円

※３ 固定資産除却損の内容 ※３　　　 ＿＿＿＿＿＿＿ ※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

建物    46,309千円

工具器具備品     2,350

無形固定資産 486,522

原状回復費等  36,148

計  571,329千円

　４ 減価償却実施額 　４ 減価償却実施額 　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

有形固定資産 18,760千円

無形固定資産    5,435千円

有形固定資産 　 167,752千円　　

無形固定資産 　　89,451千円　　

 ※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。

 ※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42,582千円を特別損失に計上いた

しました。

  その内訳は、投資その他の資産の「そ

の他」12,329千円、リース資産23,551

千円及び無形固定資産6,702千円であり

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。

 ※５ 減損損失

 

 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

1,097,974千円を特別損失に計上いたし

ました。

  その内訳は、建物910,955千円、構築

物26,513千円、工具器具備品22,512千円、

リース資産109,914千円及び投資その他

の資産の「その他」28,077千円でありま

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18年１月１日

至　平成18年６月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年１月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年１月１日

至　平成18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。

 

建物及び構築物除却

損 

 187,413千円

有形固定資産の

「その他」除却損 

 7,103

リース解約中途解約

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。

 

 

 

 

  

  

保証金 15,000千円　 

原状回復費等  13,000    　

　　　計  28,000千円

 

  ※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。

 

 

 

建物売却損 100,603千円

構築物売却損 　  7,103

リース契約中途解約

金

 　90,839

原状回復費等 　171,749　

　　　計   370,294千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

 　　前中間会計期間（自　平成18年1月１日　至　平成18年6月30日）

 　　　　該当事項はありません。

 　　当中間会計期間（自　平成19年1月１日　至　平成19年6月30日）

 　　　　該当事項はありません。

 　　前事業年度（自　平成18年1月１日　至　平成18年12月31日）

 　　　　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

 　リース取引に関する注記事項については、中間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

略します。

（有価証券関係）

　前中間会計期間末（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。

　当中間会計期間末（平成19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18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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり純資産額       723円78銭 △1,096円88銭 5,189円16銭

１株当たり中間（当期）純

損失(△)
      △29,666円16銭    △12,255円41銭    △32,304円94銭

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。

　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。

　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。

 

 

（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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18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   △403,951千円  1,500,357千円 

普通株式に係る純資産額  141,552千円 △507,917千円 －

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

主な内容

                         

　　新株予約権       440,000千円    103,965千円 35,501千円 

普通株式の発行済株式数 195,572.31株    463,056.31株 289,133.31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 　　　　463,056.31株 289,133.31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18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前事業年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１株当たり中間（当期）純

損失(△)
   

中間（当期）純損失(△)         △5,383,931千円         △4,072,814千円     △6,354,865千円

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(△)
        △5,383,931千円         △4,072,814千円        △6,354,865千円

期中平均株式数       181,483株        332,327.79株       196,715株

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

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2,086個)

 

新株予約権１種類

(新株予約権の数4,582個)
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 １　子会社の株式取得

 平成18年７月25日開催の取締役会に

おいて、平成17年12月29日付で発表

いたしました「株式会社双葉の経営

支援に関する覚書締結」に関し、平

成18年６月27日付で同社の民事再生

計画認可が確定となったため、平成

18年７月27日付で株式会社双葉が行

う第三者割当増資による新株を当社

が取得し、子会社化することを決議

いたしました。　

 (1)株式取得の理由

 当社は株式会社双葉（以下双葉）の

株式について、当初ジェイ・ブリッ

ジ株式会社（以下ジェイ・ブリッジ）

との協力の下で同社の事業再生を進

める予定でしたが、双葉の主力商品

としての陶磁器において、当社グルー

プ店舗で使用する非常に付加価値の

高い食器等を保有していること、ま

た、双葉の販路として有している百

貨店や結婚式場などが、当社グルー

プにおける物流事業拡大において有

効活用できる可能性が高いと判断し

たためであります。 

 (2)株式会社双葉の概要

　①名称

　　株式会社双葉

　②主な事業内容

　　陶磁器卸売業

　③設立年月日

　　昭和22年７月

　④本店所在地

　　東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目

　　４番１号

　⑤代表者

　　市川　淳

　⑥資本金の額

　　12,000千円（平成17年11月30日現

　　在）

　⑦従業員数

　　32名（平成17年11月11日現在、取

　　締役３名を除く）

　⑧大株主構成および持分比率（平成

　　18年７月１日現在）

　　市川　淳一族　223,363株　93.0%

　　京都製陶㈱　　  4,500株　 1.9%

1　子会社の会社分割

　平成19年7月6日開催の取締役会にお

いて、当社は、当社子会社である株式

会社東京タスコを会社分割し、事業の

一部を、新たに設立する会社に承継す

ることを決議いたしました。

（1）会社分割の理由

　当社子会社である株式会社東京タス

コについて、当社では今後、そば居酒

屋の『高田屋』を中心に経営資源を集

中していくという方針を固めておりま

すが、今般当社は、当社の主力ブラン

ドである『升屋』事業につき、“和”業

態事業の業務提携先との親和性向上を

図ることを目的として株式会社東京タ

スコが会社分割（新設分割）により分

社化することといたしました。

（2）会社分割の概要

　当社子会社である株式会社東京タス

コを分割会社として、新設する株式会

社升屋を承継会社とする物的分割で

す。

（3）分割日程

分割決議取締役会　平成19年7月6日

分割契約締結　　　平成19年7月6日

分割承認株主総会　平成19年7月31日

分割効力発生日　　平成19年8月1日

（4）新設分割承継会社の状況

　①商号　　　　　株式会社升屋

　②主な事業内容　飲食店経営事業

　③本店所在地　　東京都港区赤坂一

　　　　　　　　　丁目9番20号

　④代表者の役職・氏名

　　　　代表取締役　山本健一郎

　⑤資本金の額　　50,000千円

　⑥事業年度の末日　12月31日　

（5）分割する事業部門の経営成績

　　　　（平成18年12月期在）

　　売上高　　　　　　464,216千円

　　売上総利益　　　　339,028千円

　　営業利益　　　　　 61,247千円

　　経常利益　　　　　 61,226千円

 

 

１　社債

（イ）当社は、平成19年1月30日開催

　の取締役会決議に基づいて、次のと

　おり第４回無担保普通社債を発行し

　ております。

①社債の種類　無担保普通社債

②発行総額　　500,000千円

③発行価額　　額面100円につき100円

④利率　　　　年２％

⑤償還金額　　額面100円につき113円

⑥発行日　　　平成19年１月31日

⑦償還期限　　平成20年１月30日

⑧資金の用途　運転資金

　　ただし、平成19年３月末日以降は

　繰り上げ償還できるものとし、償還

　金額は日割り計算をすることとす

　る。

（ロ）当社は、平成19年1月30日開催

　の取締役会決議に基づいて、次のと

　おり第５回無担保普通社債を発行し

　ております。

①社債の種類　無担保普通社債

②発行総額　　730,000千円

③発行価額　　額面100円につき100円

④利率　　　　年７％

⑤償還金額　　額面100円につき100円

⑥発行日　　　平成19年2月28日

⑦償還期限　　本社債は分割償還とし

　平成19年3月30日、金400,000につい

　ては平成19年12月28日を償還期限と

　する。

２  ストックオプションの消却  

　平成18年１月17日開催の取締役会

決議に基づき、当社及び当社子会社

の取締役及び監査役ならびに従業員

に対して、ストックオプションを付

与しておりましたが、対象者の放棄

の申出があったことで、平成19年２

月16日開催の取締役会にてストック

オプションの消却を決議いたしまし

た。本消却により、これまでの退職

者に対するストックオプションの消

却分を含め、該当のストックオプショ

ンは全株消却されております。

 

  平成19年2月16日取締役会における消

却分

①消却する株式の数　　 　  3,352株　

②消却の時期　  　平成19年２月16日
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 　⑨当社との関係

  資本的関係：経営支援に関する覚書

  を平成17年12月29日付で締結してお

  ります。

　人的関係：なし

　取引関係：なし

　⑩決算期

　11月30日

　⑪主な事業所

　本社：東京都中央区日本橋蛎殻町一

        丁目４番１号

　東京営業所：東京都江戸川区東葛西

              七丁目８番７号

　⑫発行済株式総数

　240,000株

  （平成17年11月30日現在）

　⑬最近事業年度における業績の動向
 平成17年１月期 平成18年１月期

売上高 1,344 1,193 

売上総利益 377 245 

営業利益 19 △106 

経常利益 △14 △874 

当期利益 △14 △2,335 

総資産 3,160 917 

純資産 △683 △3,019 

  ※金額はすべて単位：百万円で計上しております。

 (3)取得株式数、取得価額および取得前

の所有株式の状況

 ①異動前の所有株式数

  　 0株

 ②取得株式数

 　　1,000株（取得価額50,000千円）

 ③異動後の所有株式数

     1,000株（保有割合100%）

 (4)日程

 ①取締役会決議日

 　  平成18年７月25日

 ②増資払込期日

     平成18年７月27日
 

2　子会社の会社分割と株式譲渡

　平成19年8月24日開催の取締役会にお

いて、当社は、当社子会社である株式

会社東京タスコ及びプラスネット株式

会社の事業の一部を、会社分割（新設

分割及び吸収分割）により新設会社に

承継し、当該新設会社の全株式を株式

会社ジー・コミュニケーションに譲渡

することを決議いたしました。

（1）会社分割の理由

　当社子会社である株式会社東京タス

コについて、当社では今後、そば居酒

屋の『高田屋』を中心に経営資源を集

中していくという方針を固めておりま

すが、現状当社では、スピードを持っ

た採算向上を図ることが難しい『ヤマ

ダモンゴル』、『暖中』、『ピンクの

豚』、『炭一鉄』、『スパイスピエ

ロ』、『東京ヤミツキ酒場』のブラン

ドについて、株式会社ジー・コミュニ

ケーションに譲渡することにより、よ

り『高田屋』事業に経営資源を集中す

ることが出来るため、収益基盤の強化

による当社の企業価値向上に繋がるも

のと判断いたしました。

（2）会社分割の概要

　当社子会社である株式会社東京タス

コから、対象部門を会社分割（新設分

割）により新設会社へ承継し、次に当

社子会社であるプラスネット株式会社

の対象部門を会社分割（吸収分割）の

方法により承継させ、その上で株式会

社ジー・コミュニケーションに新会社

の全株式を譲渡します。

（3）分割日程

　1）新設分割（㈱東京タスコ）

分割決議取締役会　平成19年8月24日

分割承認株主総会　平成19年9月13日

分割効力発生日　　平成19年9月14日

　2）吸収分割（プラスネット㈱）

分割決議取締役会　平成19年9月14日

分割契約書調印　　平成19年9月14日

分割承認株主総会　平成19年10月1日

債権者保護手続き　平成19年10月5日

　　　　　　　　～平成19年11月6日

分割効力発生日　　平成19年11月6日

 

 ３　資本金及び資本準備金の減少

  当社は、平成19年３月７日開催の

取締役会において、平成19年３月30

日開催の第19期定時株主総会に資本

金及び資本準備金の減少に関する議

案を提出することを決議し、同案は

同株主総会において次のとおり原案

通り承認可決されました。

 　(1)　減少の目的

 当社は、当連結会計年度において大

幅な欠損金を計上いたしましたが、

資本準備金の取り崩しと併せて資本

金の減少による欠損填補を行うこと

により、累積損失を一掃し、当社財

務内容の健全化を図るものでありま

す。

　(2)  減少すべき資本金及び資本

 準備金の額

資本金　　　　　6,148,743,980円 

  資本準備金　　　7,361,220,192円

 　(3)　資本減少の方法

 発行済株式の変更は行わず、資本の

額のみを減少する方法によります。

 　(4)　資本減少の効力発生日

 平成19年５月７日を予定しておりま

す。

  ４　ストックオプションの付与

 当社は、平成19年３月30日開催の定

時株主総会において、会社法236条、

第238条及び第239条の規定に基づき

ストックオプションの付与を決議い

たしました。

 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　　　普通株式

   (2)新株発行の予定株式数

　　　　　　 5,000株を上限とする 

   (3)発行価額　無償 

   (4)対象者　　　　

  当社の取締役及び使用人並びに

関係会社の取締役及び使用人

   (5)権利行使期間　　

　　　　　　 付与日から２年間
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　3）株式譲渡（㈱東京タスコ）

株式譲渡承認取締役会

　　　　　　　　　平成19年11月6日

株式譲渡契約書調印

　　　　　　　　　平成19年11月6日

（4）新設分割承継会社の状況

　①商号　　　株式会社Ｔパートナー

　②主な事業内容　飲食店経営事業

　③本店所在地　　愛知県名古屋市北

　　　　　　　　　区黒川本通五丁目

　　　　　　　　　12番3号

　④代表者の役職・氏名

　　　　代表取締役　加藤綱義

　⑤資本金の額　　10,000千円

　⑥事業年度の末日　3月31日　

（5）分割する事業部門の経営成績

　　　　（平成18年12月期現在）

　　　株式会社東京タスコ

　　売上高　　　　　2,860,610千円

　　営業利益　　　　△223,951千円

　　経常利益　　　　△228,606千円

　　当期純利益　　　△620,029千円

　　　プラスネット株式会社

　　売上高　　　　　　283,977千円

　　営業利益　　　　△299,197千円

　　経常利益　　　　△287,458千円

　　当期純利益　　△1,647,234千円
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前中間連結会計期間
（自　平成18年１月１日
至　平成18年６月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年６月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

 3　固定資産の譲渡及び特別損失の

　　発生

　平成19年8月24日開催の取締役会にお

いて当社は、当社の孫会社である株式

会社とり鉄が運営する飲食事業のＦＣ

加盟店に対して、とり鉄経堂店の店舗

資産を譲渡することを決議いたしまし

た。

　（1）譲渡する相手会社の概要

　①商号　東京宝株式会社

　②主な事業内容　観光土産品の開発

　　、製造及び販売　飲食店の経営

　③本店所在地　静岡県熱海市上多賀

　　　　　　　　686番地

　④代表者　代表取締役　河越康行

　⑤資本金の額　85,000千円

　（2）譲渡資産の内容

　①店舗名　とり鉄経堂店の店舗に関

　　　　　　する資産

　②帳簿価額　11,126千円

　③所在地　東京都世田谷区経堂1-22

　　　　　　-15

　（3）譲渡価額　3,186千円

　（4）譲渡の時期　平成19年8月24日

　（5）特別損失の計上

　　　　　7,940千円の特別損失

　　　　　を計上する予定です。

　（6）今後の見通し

　　　当該事象による当期業績予想の

　　　変更はありません。
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