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貸倒引当金・特別損失の計上、および通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

この度、当社において、下記のとおり貸倒引当金および特別損失を計上する見通しとなりましたので、

その概要をお知らせするとともに、平成 20 年 11 月 7 日の第３四半期決算発表時に公表いたしました平

成 20 年 12 月期連結・個別の通期業績予想を下記のとおり修正いたします。 

 

記 
１．貸倒引当金の発生およびその内容 

急激な景気後退を勘案し、取引先および子会社向けの売掛金や貸付金等の債権に対する担保価値

と回収可能性の判定を行った結果、第4四半期において販管費に連結470百万円、個別458百万円を、

営業外費用に連結 185 百万円、個別 961 百万円を、貸倒引当金繰入額として計上する見通しです。 

 

２．特別損失の発生およびその内容 

①投資有価証券評価損 

当社が保有する投資有価証券および子会社株式において、会計上の減損処理による投資有価証券

評価損を計上する必要が生じました結果、連結 100 百万円、個別 718 百万円を追加計上することとなり、

既に公表済みのものと合算した投資有価証券評価損の総額は以下のとおりとなります。 

 

＜平成 20 年 12 月期第 4 四半期における有価証券評価損＞ 

 単体 連結 

(Ａ)平成 20 年 12 月期第 4 四半期会計期間（平成 20 年 10 月 1

日から平成 20 年 12 月 31 日まで）の有価証券評価損の総

額（＝イ－ロ） 

  967 百万円 230 百万円

 
(イ)平成 20 年 12 月期（平成 20 年 1 月 1 日から 

平成 20 年 12 月 31 日まで）の有価証券評価損の総額 
1,285 百万円 259 百万円

 

(ロ)直前四半期（平成 20 年 12 月期第 3 四半期）累計期間 

（平成 20 年 1 月 1 日から平成 20 年 9 月 30 日まで）の有

価証券評価損の総額 

317 百万円 28 百万円

※四半期における有価証券の評価方法は、切放し方式を採用しております。 

※当社の決算期末は、12 月 31 日です。 
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○純資産額・経常利益額・当期純利益額に対する割合 
 

 単体 連結 

(Ｂ)平成 19 年 12 月期末の純資産額   8,249 百万円 9,852 百万円 

 （Ａ／Ｂ×１００） 11.7％ 2.3％ 

 （イ／Ｂ×１００） 15.6％ 2.6％ 

(Ｃ)最近 5 事業年度の経常利益の平均額 298 百万円 242 百万円 

 （Ａ／Ｃ×１００） 324.5％ 95.0％ 

 （イ／Ｃ×１００） 431.2％ 107.0％ 

(Ｄ)最近 5 事業年度の当期純利益の平均額 142 百万円 156 百万円 

 （Ａ／Ｄ×１００） 681.0％ 147.4％ 
 （イ／Ｄ×１００） 904.9％ 166.0％ 

 

（注）当社は、前事業年度において経常利益および当期純利益の額が 10 億円未満のため、最近 5 事業年度の経常利

益および当期純利益の平均額を記載しております。 

 

 

②減損損失 

当社グループの事業用資産である有形固定資産、無形固定資産およびのれん等に関し、「固定資産

の減損に係る会計基準」に基づいて減損処理を行い、減損損失として連結 499 百万円、個別 562 百万円

を計上する見通しです。 

 

③事業所退去損失 

企業再生を推進する過程で、経営効率及び固定費削減を目的とした事業所の統廃合や縮小を計画し、

それに伴う解約違約金および原状回復費の計上を見込んでおりましたが、当初計画からさらにオフィスの

スリム化を推進したため、事業所退去損失 241 百万円を連結・個別の特別損失に追加計上する見通しで

す。 なお、これらオフィス縮小による効果は、賃料・共益費だけを比較しても、従前の月額費用の 7.5%程

度に減少する見込みであり、大幅な固定費削減が実現します。 

 

④事業撤退損失 

一牛事業（外食）の撤退に伴う解約違約金および原状回復費が当初予想から拡大し、事業撤退損失

59 百万円を連結・個別の特別損失に追加計上する見通しです。 

 

⑤その他 

子会社向けに行っている債務保証に関わる損失に備えるため、子会社の財政状態を勘案して必要額

を見積もった結果、債務保証損失引当金 180 百万円を、個別の特別損失の「その他」に計上する見通し

です。 
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３．平成 20 年 12 月期通期業績予想の修正（平成 20 年 1 月 1 日～平成 20 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 
１株当たり 

当期純利益（円）

前回発表予想(A) 14,500 △5,200 △6,300 △6,900 △54.15

今回修正予想(B) 13,300 △6,240 △7,190 △8,910 △69.92

増減額(B-A) △1,200 △1,040 △890 △2,010 △15.77

増減率(％) △8.2 － － － －
参考：前期実績 

（平成 19 年 12 月期） 
19,672 10 338 △87 △0.69

 

（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 
１株当たり 

当期純利益（円）

前回発表予想(A) 5,700 △4,200 △4,900 △6,400 △50.22

今回修正予想(B) 5,540 △4,960 △6,560 △8,640 △67.80

増減額(B-A) △160 △760 △1,660 △2,240 △17.58

増減率(％) △2.8 － － － －
参考：前期実績 

（平成 19 年 12 月期） 
10,202 △508 150 △1,099 △8.63

 

（３）修正の理由 

①連結業績予想の修正理由 

企業再生を推進する過程で、平成 20 年 10 月 22 日に実施した株式会社カーブスジャパンの株式譲渡

により、当社の第４四半期における同社の業績（売上高約 950 百万円）が連結上から除外されることとなっ

たため、前回予想の売上高を下回る見通しです。 

また、前頁に記載しておりますとおり、貸倒引当金を計上するほか、投資有価証券評価損、減損損失、

事業所退去損失、事業撤退損失を特別損失に追加計上することとなり、営業損失、経常損失、当期純損

失においても前回予想を下回る見通しであります。 

 

②個別業績予想の修正理由 

売上高はほぼ計画通りに進捗したものの、連結業績の修正理由と同様に、貸倒引当金を計上するほ

か、投資有価証券評価損、減損損失、事業所退去損失、事業撤退損失、債務保証損失引当金繰入額を

特別損失に追加計上することとなり、営業損失、経常損失、当期純損失においても前回予想を下回る見

通しであります。 

 

※ 上記業績予想につきましては、現時点における合理的と判断するデータに基づいて作成しており、

様々な不確定要素が内在しているため、実際の業績は予想数値と異なる可能性があります。 

以上 
 

 


