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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 2,371 ― 5 ― △1 ― △3 ―

20年12月期第1四半期 2,421 ― 24 ― 20 ― △4 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 △532.58 ―

20年12月期第1四半期 △575.51 ―

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

21年12月期第1四半期 5,278 794 15.1 114,164.66
20年12月期 5,264 833 15.8 119,697.24

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  794百万円 20年12月期  833百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 5,000.00 5,000.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― 5,000.00 5,000.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
累計期間

4,800 ― 35 ― 15 ― 10 ― 1,436.78

通期 9,700 ― 190 ― 150 ― 60 ― 8,620.69
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 6,960株 20年12月期  6,960株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 6,960株 20年12月期第1四半期 6,960株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成21年２月13日発表の業績予想を修正しておりません。上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に
不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページを参照して下さい。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国の経済は、昨年米国サブプライム問題より端を発した世界的な金融市場の混

乱により、企業業績や雇用情勢の悪化等、急激な景気後退局面を迎えることとなりました。 

外食業界におきましても、景気悪化を背景に個人消費は低迷し、将来の不安による購買意欲の低下も懸念されるこ

とから、業界各社は顧客獲得に向けた値下げ等による価格競争が激化し、経営環境は一層厳しい状況となりました。

このような状況の下、当社におきましては、既存店の売上高前年同期比は94.9%と、厳しい状況で推移いたしまし

た。営業施策としては、創業時より圧倒的支持を頂いている商品である500円の「天丼」を全店挙げて訴求し、新規

顧客の獲得に取組みました。また、当社は平成元年４月に創業し今年で満20周年を迎えることとなり、お客様に感謝

の気持ちを込めたキャンペーン商品として、海老３本の入った「特丼」を580円というお値打ち価格で販売いたしま

した。 

以上の結果、当第１四半期会計期間における売上高は 千円（内、ロイヤリティー収入等4,276千円）とな

り、営業利益は 千円、経常損失は 千円、四半期純損失は 千円となりました。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間における総資産は、前事業年度末に比べ13,406千円増加して 千円となりました。

この主な要因は、流動資産が110,061千円増加し、固定資産が96,655千円減少したことによるものです。 

負債につきましたは、前事業年度末に比べ51,913千円増加して 千円となりました。この主な要因は、流

動負債が110,813千円減少し、固定負債が162,726千円増加したことによるものです。 

純資産につきましたは、38,506千円減少して 千円となりました。この主な要因は、利益剰余金が38,506千

円減少したことによるものです。  

 (2)キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べ

千円増加し 千円となりました。当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因

は以下のとおりであります。   

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間における営業活動の結果使用した資金は 千円となりました。これは主に仕入債務の減

少 千円等を計上したことによるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間における投資活動の結果得られた資金は 千円となりました。これは主に有形固定資産の

取得による支出 千円、差入保証金の回収による収入 千円を計上したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期会計期間における財務活動の結果得られた資金は 千円となりました。これは主に長期借入金

の収入 千円、長期借入金の返済による支出 千円を計上したことによるものであります。 

今後わが国の経済は、景気の先行きが不透明な状況にあり、消費者心理も冷え込みが続くと予想され、外食業界に

おきましても価格競争等が更に激化するものと思われます。当社におきましては、既存店客数の回復を最優先課題と

し、価値ある商品の投入、接客・サービスの向上、クレンリネスの徹底による店舗環境の改善等に取組んでまいりま

す。 

売上原価につきましては、今後油等の仕入価格の低下が見込まれる他、在庫管理の徹底によるロス率の改善等によ

る原価率の低減に努めてまいります。また、販売費及び一般管理費につきましては、適正社員の確保とワークスケジ

ュール管理の徹底により、人件費の抑制に努めてまいります。 

以上の施策により、平成21年12月期第２四半期累計期間及び通期業績につきましては、平成21年２月13日に公表い

たしました業績予想に変更はありません。  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

2,371,139

5,657 1,510 3,706

２．財政状態に関する定性的情報

5,278,295

4,483,709

794,586

144,951

368,979

50,890

52,592

172

23,789 28,854

195,669

600,000 307,707

３．業績予想に関する定性的情報

              ㈱テンコーポレーション（2727）平成21年12月期 第1四半期決算短信（非連結）
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① 固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によっ

ております。 

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。  

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用  

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

商品については、従来、最終仕入原価法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算

定しております。これによる損益への影響はありません。   

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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

              ㈱テンコーポレーション（2727）平成21年12月期 第1四半期決算短信（非連結）

-4-



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 368,979 224,027 

営業未収入金 112,883 128,226 

商品 21,450 35,901 

繰延税金資産 41,462 29,478 

その他 122,292 139,402 

貸倒引当金 △185 △216 

流動資産合計 666,883 556,821 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,399,702 1,449,397 

機械及び装置（純額） 13,460 14,449 

工具、器具及び備品（純額） 18,706 20,898 

有形固定資産合計 1,431,869 1,484,745 

無形固定資産 10,561 10,926 

投資その他の資産   

繰延税金資産 337,615 349,083 

差入保証金 2,787,182 2,817,256 

その他 48,551 50,425 

貸倒引当金 △4,368 △4,368 

投資その他の資産合計 3,168,981 3,212,396 

固定資産合計 4,611,412 4,708,068 

資産合計 5,278,295 5,264,889 

負債の部   

流動負債   

買掛金 281,784 334,377 

短期借入金 540,000 600,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,172,008 1,085,608 

未払金 113,051 226,053 

未払法人税等 8,645 16,724 

賞与引当金 51,813 － 

その他 310,378 325,732 

流動負債合計 2,477,681 2,588,495 

固定負債   

長期借入金 1,670,994 1,465,101 

退職給付引当金 247,960 245,997 

その他 87,073 132,203 

固定負債合計 2,006,028 1,843,301 

負債合計 4,483,709 4,431,796 

㈱テンコーポレーション（2727）平成21年12月期 第1四半期決算短信（非連結）
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 433,800 433,800 

資本剰余金 191,120 191,120 

利益剰余金 169,666 208,172 

株主資本合計 794,586 833,092 

純資産合計 794,586 833,092 

負債純資産合計 5,278,295 5,264,889 

㈱テンコーポレーション（2727）平成21年12月期 第1四半期決算短信（非連結）
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,371,139

売上原価 736,464

売上総利益 1,634,674

販売費及び一般管理費 1,629,017

営業利益 5,657

営業外収益  

受取利息 801

不動産賃貸料 960

その他 3,452

営業外収益合計 5,213

営業外費用  

支払利息 12,381

営業外費用合計 12,381

経常損失（△） △1,510

税引前四半期純損失（△） △1,510

法人税、住民税及び事業税 2,713

法人税等調整額 △517

法人税等合計 2,196

四半期純損失（△） △3,706

㈱テンコーポレーション（2727）平成21年12月期 第1四半期決算短信（非連結）
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △1,510

減価償却費 53,460

長期前払費用償却額 5,643

引当金の増減額（△は減少） 1,932

受取利息 △801

支払利息 12,381

売上債権の増減額（△は増加） 15,343

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,905

仕入債務の増減額（△は減少） △52,592

その他 △82,777

小計 △33,016

利息の受取額 742

利息の支払額 △13,734

法人税等の支払額 △4,882

営業活動によるキャッシュ・フロー △50,890

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △23,789

差入保証金の差入による支出 △1,300

差入保証金の回収による収入 28,854

その他 △3,593

投資活動によるキャッシュ・フロー 172

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △60,000

長期借入れによる収入 600,000

長期借入金の返済による支出 △307,707

配当金の支払額 △34,827

その他 △1,796

財務活動によるキャッシュ・フロー 195,669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,951

現金及び現金同等物の期首残高 224,027

現金及び現金同等物の四半期末残高 368,979

㈱テンコーポレーション（2727）平成21年12月期 第1四半期決算短信（非連結）
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  2,421,000

Ⅱ 売上原価  737,613

売上総利益  1,383,386

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,658,803

営業利益  24,582

Ⅳ 営業外収益  11,128

Ⅴ 営業外費用  15,550

経常利益   20,161

Ⅵ 特別損失   22,014

税引前四半期純損失  △1,853

法人税、住民税及び事業税  30,005

法人税等調整額  △27,852

四半期純損失  △4,005
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前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前四半期純損失      △1,853

減価償却費   64,386

長期前払費用償却   7,647

退職給付引当金の増加額  7,934

     受取利息         △252

     支払利息  12,704

固定資産除却損   22,014

売上債権の減少額   9,802

棚卸資産の減少額   3,608

前払費用の減少額   4,262

その他の資産減少額      11,097

その他の負債増加額   6,054

仕入債務の減少額  △36,026

未払金の減少額  △43,199

未払費用の増加額   52,361

預り金の減少額  △14,865

未払消費税等の増加額   11,108

長期未払金の減少額        △391

その他  △1,742

小計  114,650

利息の受取額   252

利息の支払額  △14,360

法人税等の支払額  △75

営業活動によるキャッシュ・フロー  100,467

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

有形固定資産の取得による支出  △63,117

差入保証金の差入による支出  △15,740

差入保証金の返戻による収入   9,855

長期前払費用の増加額  △7,697

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,700

              ㈱テンコーポレーション（2727）平成21年12月期 第1四半期決算短信（非連結）
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の減少額  △43,560

長期借入れによる収入   300,000

長期借入金の返済による支出  △407,573

配当金の支払額  △34,822

その他  △1,796

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,752

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △163,985

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  327,850

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  163,864

              ㈱テンコーポレーション（2727）平成21年12月期 第1四半期決算短信（非連結）

-12-




