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平成 20年３月 10日 

各      位 

会 社 名  株 式 会 社 タ ス コ シ ス テ ム 

代表者名  代 表 取 締 役  山本 健一郎 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 2709） 

問合せ先  取締役 経営管理本部長兼経営企画室長 三井 規彰 

電話 03-6402-7310 

 
特別利益および特別損失の発生並びに 

平成 19 年 12 月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ 
  

当社は、平成19年12月期において計上することになりました特別損失及び特別利益についてお知らせすると

ともに、平成19年12月期（平成19年１月１日～平成19年12月31日）の業績予想につきまして、平成19年２月28

日に発表いたしました通期業績予想を修正致しますので、下記のとおりお知らせいたします。 

  

記 
  
１．特別利益および特別損失の発生並びにその内容 

当社は、平成 19年８月 30日付にて公表いたしました平成 19年 12 月期中間決算短信において、特別利

益として 220 百万円、特別損失として 1,654 百万円をそれぞれ既に計上しております。しかしながら、平

成 19年 12 月期中間期以降、平成 19 年８月 24 日付、平成 19 年８月 30 日付、平成 19年 11 月 16 日付及

び平成 19 年 11 月 30 日付にて公表した特別利益及び特別損失に加えて、子会社株式の売却に伴う損益の

確定、保有資産の厳格な評価実施に伴う減損損失計上等により、平成 19年 12 月期においては、特別利益

として合計 3,144 百万円、特別損失として合計 3,893百万円を計上致します。 

なお、当決算において追加発生となった特別利益及び特別損失のうち、主な内容につきましては、下記

にて個別に内容を記載しております。 

 

（１）当期における主な特別利益の内訳と合計                （単位：百万円） 

平成19年12月期（中間期） 平成 19年 12 月期（通期） 
勘定科目 

連 結 個 別 連 結 個 別 

①固定資産売却益 56 56 56 56 

②投資有価証券売却益 61 61 87 86 

③関係会社株式売却益 － － 2,889 － 

④過年度損益修正益 34 ８ 35 ８ 

⑤その他特別利益 68 － 76 － 

合 計 220 126 3,144 150 
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③関係会社株式売却益 

当期において、当社事業の再構築の一環として集中的に行った子会社の売却に関して、関係会社

株式売却益を連結決算にて 2,889 百万円の計上をしております。内訳は、株式会社ブランドバンク

1,199 百万円、プラスネット株式会社 912 百万円、株式会社とり鉄 534 百万円、株式会社升屋 243

百万円となります。 

    （２）当期における主な特別損失の内訳と合計               （単位：百万円）                                            

平成19年12月期（中間期） 平成 19年 12 月期（通期） 
勘定科目 

連 結 個 別 連 結 個 別 

①固定資産売却損 ５ ５ ５ ５ 

②固定資産除却損 32 － 39 ６ 

③投資有価証券評価損 60 60 60 60 

④関係会社株式売却損 － － 123 － 

⑤貸倒引当金繰入額 1,277 2,863 2,219 2,116 

⑥投資損失引当金繰入額 － 505 － 582 

⑦店舗撤退損 28 28 251 157 

⑧減損損失 60 42 630 349 

⑨投資有価証券売却損 － － 168 168 

⑩過年度損益修正損 23 21 43 41 

⑪その他特別損失 166 126 351 684 

合 計 1,654 3,652 3,893 4,172 

    ④関係会社株式売却損 

当期において、当社事業の再構築の一環として集中的に行った子会社の売却に関して、当社グル

ープの不採算事業を新設分割及び吸収分割にてあらたに設立した株式会社Ｔパートナーについて、

平成 20年 12 月期以降の期間損益改善を主目的として実施した株式譲渡に際し、関係会社株式売却

損として連結決算にて 123 百万円の計上をしております。 

⑤貸倒引当金繰入額 

当期において、平成 19年 12 月期下半期中に回収となった 862 百万円について、個別、連結とも

に貸倒引当金を取り崩す一方、平成 19年 12 月期末の債権について回収可能性を保守的に厳格な評

価を行った結果、あらたに個別決算にて 138 百万円、連結決算にて 218 百万円の繰り入れを行いま

した。これにより、通期では個別 2,116 百万円、連結2,219 百万円を計上しております。 

⑥投資損失引当金繰入額 

当期において、当社が保有する当社子会社の株式について、中間期に引き続き時価の厳格な評価

を実施し、保守的な見地から評価差額を投資損失引当金として追加計上したことにより、通期では

582 百万円を計上いたします。個別決算上の措置であり、連結上は相殺されます。 
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    ⑧減損損失 

      当期において、当社グループが保有する資産について保守的な見地より厳格に評価した結果、個

別決算にて 349 百万円を計上することし、連結決算については 570 百万円を追加計上し合計 630

百万円を計上することいたしました。 

 

 

２．平成 19年 12 月期 通期業績予想の修正（平成 19 年１月１日～平成 19 年 12月 31 日）   

(１)  連結業績予想 

                                        （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 10,405 ３ 41 △433 

今回修正（Ｂ）  8,756 △990 △1,531 △2,301 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,649 △993 △1,572 △1,868 

増 減 率 △15.8％ － － － 

(ご参考) 

平成 18年 12 月期通期実績 
9,849 △1,884 △2,142 △8,255 

 

（２）個別業績予想 

                                        （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 1,109 △118 65 △409 

今回修正（Ｂ） 662 △565 △1,087 △5,120 

増減額（Ｂ－Ａ） △447 △447 △1,152 △4,711 

増 減 率 △39.7％ － － － 

(ご参考) 

平成 18年 12 月期通期実績 
 3,305 △1,060 △1,234    △6,354 

 

（３）連結業績予想修正の理由 

当社グループは、平成 18 年 12 月期末及び平成 19 年 12 月期中間期において、債務超過となったこ

とを受けて、①債務超過解消のための資本提携の実現、②期間損益黒字化に向けたドラスティックな

ブランド再編の実施、③コスト削減を睨んだ組織体制の見直し、④「原点回帰」をキーワードとした

「高田屋」ブランドへの集中と「札幌タスコ」の復活、⑤新たな収益モデルの構築、以上５項目を当

社事業の再構築を進める上での重点施策として実施してまいりました。 
そのような中で、平成 19 年８月 31 日付にて株式会社とり鉄、平成 19 年９月 28 日付にて株式会社

升屋及び株式会社ブランドバンク、平成 19 年 12 月１日付にて株式会社Ｔパートナー、平成 19 年 12
月 29 日付にてプラスネット株式会社を売却いたしました。 
その結果、上述した子会社株式の譲渡に伴い売上高が約 1,600 百万円減少となることから、連結売

上高は 8,756 百万円となる見込みであり、当初予想を 1,649 百万円下回る予定です。 
一方、各プロジェクトの進捗管理の強化をはじめ経費削減に全社を挙げて取り組んだことから、販

売費および一般管理費について、当初予定より 76 百万円のコスト削減が図れました。しかしながら、

平成 19 年 12 月期における株主優待コスト 81 百万円、平成 20 年 12 月期における株主優待コストと

して株主優待引当金繰入 59 百万円をそれぞれ追加計上したほか、当社事業の再構築の一環として実

施した子会社株式の譲渡に伴う売上高の減少により、営業利益については、当初予定を 993 百万円下
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回ります。経常利益につきましては、平成 19 年 12 月期中に債務超過を確実に解消することを目的と

して、平成 19 年 12 月期中間期以降に集中的に実施した資本政策や当社事業の再構築を平成 19 年 12
月期中に完結させるために費やした外部コンサルティング費として約440百万円を追加計上するなど

の一時的な費用の増加に伴い、当初計画以上の費用計上をしたことから、当初予定を 1,572 百万円下

回ります。 
また、１．（１）のとおり特別利益については、当社事業の再構築の一環として集中的に実施をした

子会社株式の譲渡に伴う関係会社株式売却益として2,889百万円を計上するなど、通期では合計3,144
百万円を計上しております。特別損失については１．（２）のとおり、より保守的な見地に立ち保有資

産等の厳格な評価を行ったことを中心として、投資損失引当金、貸倒引当金繰入額などの特別損失を

合計 3,893 百万円計上しております。このことから、当期純利益は当初予定を 1,868 百万円下回りま

す。 
以上のとおり、当初予想していた営業利益、経常利益及び当期純利益をそれぞれ大幅に下回る見通

しです。 
なお、連結業績予想が本日付の発表となった背景は、平成 20 年２月 28 日付「平成 19 年 12 月期決

算短信発表の遅延に関するお知らせ」にてご報告しているとおり、当社が平成 19 年 12 月期において

当社事業の再構築の一環として集中的に実施した子会社の売却に関して、株式会社ブランドバンク及

びプラスネット株式会社の株式譲渡時における関係会社債権債務の取り扱い等に関する確認作業、並

びに、株式会社とり鉄、株式会社升屋および株式会社 T パートナーの新設・吸収分割手続き並びに株

式譲渡時の財務諸表の確定等、決算数値の取りまとめにおける確認作業が予想以上に膨大であったた

め、当社の平成 19 年 12 月期の財務諸表数値の確定が遅れたことによります。 
 

 
  （４）個別業績予想修正の理由 

当社は、上記、連結業績予想修正の理由で記載のとおり、平成 19 年 12 月期に実施した当社事業の

再構築の一環として実施した子会社株式の譲渡により、当初予定していた子会社から受領するシェア

ードサービス料が 448 百万円減少したことから、個別売上高が 662 百万円となる見込みであり、当初

予想を 447 百万円下回る予定です。 
一方、営業利益につきましては、販売費及び一般管理費がほぼ計画通りに推移したものの、上述し

た個別売上高の減少に伴い、当初計画を 447 百万円下回ります。経常利益につきましては、当社契約

物件の他社へのレンタル料収入について、契約内容の見直し等により増額を見込んでいたところ、進

捗の遅れが生じたことから、当初予想を 380 百万円下回ったほか、平成 19 年 12 月期中に債務超過を

確実に解消することを目的として、平成 19 年 12 月期中間期以降に集中的に実施した資本政策や当社

事業の再構築を平成 19 年 12 月期中に完結させるために費やした外部コンサルティング費として約

440 百万円を追加計上するなどの一時的な費用の増加に伴い、当初計画以上の費用計上をしたことか

ら、当初予定を 1,152 百万円下回ります。 
また、１．（１）のとおり特別利益については、通期で合計 150 百万円を計上しております。特別

損失については１．（２）のとおり、より保守的な見地に立ち保有資産等の厳格な評価を行ったことを

中心として、投資損失引当金、貸倒引当金繰入額などの特別損失を合計 4,172 百万円計上しておりま

す。このことから、当期純利益は当初予定を 4,711 百万円下回ります。 
以上のとおり、当初予想していた営業利益、経常利益及び当期純利益をそれぞれ大幅に下回る見通

しです。 
なお、個別業績予想が本日付の発表となった背景は、上記「連結業績修正の理由」にて記載をして

いるとおり、当社事業の再構築の一環として集中的に実施した子会社の売却に関して、各子会社の財

務諸表数値の確定に時間を要することとなったため、子会社より受領するシェアードサービス料の確

定に時間を要したことによります。 
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３．債務超過の解消について 

 当社は、平成 17年 12 月期より当社事業の抜本的な改革を実施しておりますが、その過程で大規模なリ

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

には保有資産の抜本的な見直し及び評価、不採算店舗の追加撤退や減損損失の追加計上等を実施したこと

により、平成 18年 12 月期には約 1,610 百万円の債務超過となりました。そのため、ジャスダック証券取

引所の株券上場廃止基準第２号第４号に該当し、債務超過に係る猶予期間銘柄となっております。 

そのような中で、当社では、平成 19年 12 月期を「リストラ最終期」と位置づけ、債務超過の解消と平

成 20年 12 月期を見据えた当社事業の再構築を加速するため、第三者割当による新株式発行、不採算事業

からの撤退を柱とする大規模なリストラクチャリングの断行等の資本増強を図るとともに、販売管理費を

ドラスティックに削減するため、株主優待制度の改定や株式併合等の施策を打ち出すなど、出来得る限り

の施策を実行してまいりました。あわせて、保有資産の厳格な評価を行うことで、少数精鋭の贅肉を落と

した筋肉質の店舗体制の構築を進めてまいりました。その結果、平成 19年 12 月期末において、債務超過

が解消される見込みです。 

ジャスダック証券取引所による債務超過に係る猶予期間の解除は、関東財務局に平成 19年 12 月期有価

証券報告書の提出を行った後、ジャスダック証券取引所による債務超過解消の確認が行われた時点となり

ます。 

なお、平成 19年 12 月期の有価証券報告書は平成 20年３月 31日付にて提出する予定です。 

 

 以上

 


