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【正誤表】
（訂正前）
平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正 （平成20年4月1日～平成21年3月31日）

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ）

今回発表予想（Ｂ）

増減額（Ｂ－Ａ）

平成21年3月期通期個別業績予想数値の修正 （平成20年4月1日～平成21年3月31日）

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ）

今回発表予想（Ｂ）

増減額（Ｂ－Ａ）

（訂正後）
平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正 （平成20年4月1日～平成21年3月31日）

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ）

今回発表予想（Ｂ）

増減額（Ｂ－Ａ）

平成21年3月期通期個別業績予想数値の修正 （平成20年4月1日～平成21年3月31日）

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想（Ａ）

今回発表予想（Ｂ）

増減額（Ｂ－Ａ）

以上

19,700 31 54 16 0.61

△ 203 △ 127 △ 121 △ 98 ―

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半

期純利益

19,903 158 175 114 4.37

19,869 68 70 26 1.00

△ 216 △ 106 △ 112 △ 95 ―

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半

期純利益

20,085 174 182 121 4.64

19,700 31 54 16 0.61

203 127 121 98 ―

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半

期純利益

19,903 158 175 114 4.37

△ 216 106 112 95 ―

68 70 26 1.00

20,085 174 182 121 4.64

19,869

平成20年11月7日

（訂正）「業績予想の修正に関するお知らせ」の一部訂正について

　本日15時30分に発表いたしました標記開示資料に誤りがありましたので下記の通り訂正
いたします。訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。

記

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半

期純利益



平成21年3月期第2四半期連結累計期間連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

平成21年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

平成21年3月期第2四半期累計期間個別業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成20年9月30日) 

平成21年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

修正の理由 

 当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、世界的な金融不安の拡がりの中、原油価格・原材料価格の高騰や輸出の鈍化

を受け景気の減速感が高まり、個人消費の低迷やガソリン価格高騰等の影響に加え天候不順などにより、郊外店舗にとって厳しい状況

のもとで、売上高は、既存店の強化をしてきたものの当初発表予想を下回りました。 

 更に、利益面におきましても、売上高減少を要因とするほか、人件費の増加、光熱費、販売促進費用等の増加により、賃料の値下げ等

経費の削減に取組んできましたが、当初発表予想を下回りました。 

 通期につきましては、第２四半期連結累計期間までの実績を踏まえ、第３四半期以降も、世界的株安、不況の影響を受け、円高による

平成20年11月7日
各 位 

上場会社名 テンアライド 株式会社

代表者 代表取締役 社長 飯田 永太

（コード番号 8207）
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業績予想の修正に関するお知らせ 

最近の業績動向を踏まえ、平成20年5月15日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせいたします。

 

記 

（金額の単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半期純利

益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 9,976 67 60 69 2.65

今回発表予想(B) 9,866 △16 △6 5 0.19

増減額(B-A) △110 △83 △66 △64 ―――

増減率(%) △1.1 ― ― △92.8 ―――

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期）

9,863 62 67 △65 △2.52

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

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 20,085 174 182 121 4.64

今回発表予想(B) 19,869 68 70 26 1.00

増減額(B-A) △216 △106 △112 △95 ―――

増減率(%) △1.1 △60.9 △61.5 △78.5 ―――

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期）

19,733 91 83 77 2.95

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
1株当たり四半期純利

益

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 9,879 57 55 65 2.49

今回発表予想(B) 9,779 △38 △17 △2 △0.10

増減額(B-A) △100 △95 △72 △67 ―――

増減率(%) △1.0 ― ― ― ―――

（ご参考）前期第2四半期実績 
（平成20年3月期第2四半期）

9,768 45 63 △58 △2.24

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

百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 19,903 158 175 114 4.37

今回発表予想(B) 19,700 31 54 16 0.61

増減額(B-A) △203 △127 △121 △98 ―――

増減率(%) △1.0 △80.4 △69.1 △86.0 ―――

（ご参考）前期実績 
（平成20年3月期） 19,553 54 69 77 2.97



輸出不振等不安定な経済環境が予測され、個人消費が更に冷え込むものと考えられます。郊外店舗をはじめとした既存店の更なる収益

力アップに注力すると共に、売上原価対策、販売費及び管理費の一層の削減努力をいたしますが、当初発表予想の修正をいたします。 

 

 尚、個別業績につきましても、第２四半期累計期間及び通期の業績予想は、夫々連結に準じて業績予想を修正いたします。 

  
以 上
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