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平成 20年８月 29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 ＩＲ担当 電話 03-6402-7310 

 

 

特別利益及び特別損失の発生並びに平成 20年 12 月期 業績予想の修正に関するお知らせ 

  

当社は、平成20年12月期中間期において計上することになりました特別利益及び特別損失についてお知らせ

するとともに、平成20年12月期（平成20年１月１日～平成20年12月31日）の業績予想に関して、平成20年３月

10日に発表いたしました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 

  

Ⅰ．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 20年８月 29日付にて公表いたしました平成 20年 12 月期中間決算短信において、連結に

て特別利益 119 百万円、特別損失 755 百万円および個別にて特別利益 105 百万円、特別損失 1,067 百万円

を計上することに致しました。当中間決算において計上することに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、下記にて個別に内容を記載しております。 

 

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

平成 20年 12 月期（中間期） 
勘定科目 

連 結 個 別 

①過年度損益修正益 64 51 

②その他特別利益 54 54 

合 計 119 105 

  ①過年度損益修正益 

    当中間期において、過年度における店舗売却等による保証金および解約による転貸保証金返還と

して、連結にて 64百万円、個別にて 51百万円を計上しております。 

 

②その他特別利益 

    当中間期において、ビルの建て替えによる退店要請に伴う立ち退き料として、連結及び個別にて、

54百万円を計上しております。 

 

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

平成 20年 12 月期（中間期） 
勘定科目 

連 結 個 別 

①貸倒引当金繰入額 486 345 

②投資損失引当金繰入額 0 610 

③店舗撤退損 123 78 

④減損損失 105 0 
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⑤投資有価証券売却損 19 19 

⑥過年度損益修正損 19 13 

合 計 755 1,067 

  ①貸倒引当金繰入額 

    当中間期において、平成20年６月 30日時点の当社保有債権について、回収可能性を保守的な見

地に立ち厳格な評価を行った結果、連結にて 486百万円、個別にて345 百万円の繰り入れを行いま

した。 

 

  ②投資損失引当金繰入額 

    当中間期において、当社が保有する子会社株式（株式会社東京タスコおよび株式会社札幌タスコ）

について、時価による厳格な評価を実施、保守的な見地から評価差額を投資損失引当金として、個

別にて 610 百万円を計上しております。これは、個別決算上の措置であるため、連結決算上は相殺

されます。 

 

  ③店舗撤退損 

    当中間期において、連結にて、契約中途でのリース解約金７百万円、店舗の原状回復費等 115 百

万円の合計 123 百万円を計上しております。また、個別にて、契約中途でのリース解約金７百万円、

店舗の原状回復費等 70百万円の合計 78百万円を計上しております。 

 

  ④減損損失 

    当中間期において、当社子会社が保有する資産について保守的な見地により厳格な評価を実施し

た結果、連結にて 105 百万円を計上するとに致しました。 

 
    ⑤投資有価証券売却損 
      当中間期における信用取引決済に伴う損失として、連結及び個別にて 19 百万円を計上しており

ます。 

 

    ⑥過年度損益修正損 

      当中間期において、過年度における返還済の保証金償却等として、連結にて 19 百万円、個別に

て 13 百万円を計上しております。 
 
 

Ⅱ．平成 20 年 12 月期 業績予想数値の修正（平成 20 年１月１日～平成 20 年 12 月 31 日）   

１．中間期連結業績予想 

                                         （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） 3,256 46 33 △16 

今回修正（Ｂ） 2,957 △515 △586 △1,232 

増減額（Ｂ－Ａ） △299 △561 △619 △1,216 

増減率 △9.2％ － － － 

（ご参考） 

平成 19年 12 月期中間期実績 
4,670 △558 △1,064 △2,508 

 
２．通期連結業績予想 

                                         （単位：百万円） 
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 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回予想（Ａ） 6,605 240 214 164 

今回修正（Ｂ） 6,060 △372 △455 △1,100 

増減額（Ｂ－Ａ） △545 △612 △669 △1,264 

増減率 △8.3％ － － － 

（ご参考） 

平成 19年 12 月期中間期実績 
8,756 △990 △1,531 △2,301 

 
３．中間期個別業績予想 

                                         （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） 149 △95 △104 △154 

今回修正（Ｂ） 134 △260 △338 △1,303 

増減額（Ｂ－Ａ） △15 △165 △234 △1,149 

増減率 △10.1％ － － － 

（ご参考） 

平成 19年 12 月期中間期実績 
553 △95 △544 △4,072 

 
４．通期個別業績予想 

                                         （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） 303 △94 △111 △161 

今回修正（Ｂ） 275 △271 △357 △1,323 

増減額（Ｂ－Ａ） △28 △177 △246 △1,162 

増減率 △9.2％ － － － 

（ご参考） 

平成 19年 12 月期中間期実績 
662 △565 △1,087 △5,120 

 
５．連結業績予想修正の理由 

当社グループでは、平成 20 年 12 月期を『磐石な収益基盤の構築』に注力する一年と位置づけてお

ります。主力ブランドの「高田屋」事業をはじめとする飲食事業の収益力強化に注力するほか、当社

グループの更なる再編を視野に入れた経営の効率化を追及し、より一層のコスト削減を進めてまいり

ます。加えて、新事業の育成による収益源の多様化を進めていくことで、当社グループの期間損益の

早期黒字化と、その定着を目指しております。 

そのような中で、平成 20年 12 月期中間期においては、直営店における収益基盤の強化に重点を置

き、既存店の営業力強化に努めるとともに、新ブランドの開発及び新規出店計画においても、慎重に

検討を重ねてまいりました。 

しかしながら、今般の外食産業における個人消費の低迷等の外的要因を背景とし、既存店売上高が

前年比 92.1％に留まるなど、厳しい状況が続いてまいりました。そのような状況のもと、当社グルー

プは既存店売上高の回復による収益性の向上を最優先課題とし、既存店への人的資源の集中を行うと

ともに、新規出店計画についてもより慎重な見直しを行い、当中間期中に計画していた 5店舗の新規

出店を 1 店舗の出店に留めるに至りました。結果、連結売上高は 2,957 百万円となる見込みであり、

当初予想を 299 百万円下回る見込みです。 

一方、営業利益においては、売上高について、前述した要因による減少に伴い、客数及び客単価が

当初見込みを下回り利益率が大きく低下したことを主要因として、さらに食材原価の高騰を原因とし
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た仕入高の増加分として 50百万円、計画段階の見込みより株主数が増加したことに起因する株主優待

コストとして 40百万円、既存店の収益性向上を促進するために追加で実施した老朽化店舗の修繕費用

等として約 78百万円を計上したことに伴い、当初予定を 561 百万円下回ります。また、経常利益につ

きましても、東京本社移転に伴う諸費用として当初見込みを上回った 14百万円を追加計上したことや、

前述した株主優待コストと同様に株主数が増加したことに起因し、株式管理に伴う諸手数料及び株式

発行費償却を営業外費用として約 30百万円追加計上したことにより、当初予定を 619 百万円下回る見

込みです。 

なお、特別利益については前述のとおり（Ⅰ．１を参照）、当中間期において 119百万円を計上して

おります。特別損失についても前述のとおり（Ⅰ．２を参照）、当中間期において 755 百万円を計上し

ております。このことから、当期中間純利益は当初予定を 1,216 百万円下回ります。 

以上のとおり、当中間期において、当初予想していた売上高、営業利益、経常利益及び中間純利益

をそれぞれ大幅に下回る見通しであることから、中間期業績予想の修正を行いました。加えて、通期

業績予想についても、平成 20年 12 月期下半期以降も引き続き当社グループが属する外食産業におけ

る個人消費の低迷等、外的要因による影響を受けることが予想されることから、平成 20 年 12 月期中

間期の動向を踏まえるとともに、本部費用のコストの削減等を盛り込んだ修正を行うことと致しまし

た。 

 

 

  ６．個別業績予想修正の理由 

個別業績予想に関しては、前述の連結業績予想修正の理由に記載のとおり、各子会社における新規

出店計画の見直し等による飲食売上高の減少により、各子会社から受領するシェアードサービス料（経

営指導及び事務手数料等）が当初見込みを下回ることから、個別売上高が 134 百万円となる見込みで

あり、当初予想を 15百万円下回る見込みです。 

一方、営業利益においては、連結業績予想の修正と同様、株主優待コストの追加計上が当初見込み

以上に発生したことにより、当初計画を 165 百万円下回ります。経常利益につきましても、東京本社

移転に伴う諸費用や株式管理に伴う諸手数料及び株式発行費償却の追加計上等により、当初予定を

234 百万円下回る見込みです。 

なお、特別利益については前述のとおり（Ⅰ．１を参照）、当中間期において 105百万円を計上して

おります。特別損失についても前述のとおり（Ⅰ．２を参照）、当中間期において 1,067百万円を計上

しております。このことから、当期中間純利益は当初予定を 1,149 百万円下回ります。 

以上のとおり、当中間期において、当初予想していた営業利益、経常利益及び中間純利益をそれぞ

れ大幅に下回る見通しであることから、中間期業績予想の修正を行いました。加えて、通期業績予想

についても、平成 20 年 12 月期下半期以降も引き続き当社グループが属する外食産業における個人消

費の低迷等、外的要因による影響を受けることが予想されることから、平成 20年 12 月期中間期の動

向を踏まえるとともに、本部費用等のコストの削減を盛り込んだ修正を行うことと致しました。 

 

 以上 


