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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年6月30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2四半期 4,730 ― 51 ― 36 ― △42 ―

20年12月期第2四半期 4,824 ― 32 ― 22 ― △36 ―

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2四半期 △6,045.58 ―

20年12月期第2四半期 △5,281.64 ―

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2四半期 4,957 756 15.3 108,651.67
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2四半期  756百万円 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 ― 0.00 ― 5,000.00 5,000.00
21年12月期 ― 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
（参考）平成21年７月28日の業績予想に関するお知らせにて開示しております。 

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

通期 9,400 △4.3 210 251.7 170 222.5 35 ― 5,028.74
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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  有  
（注）詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 6,960株 20年12月期第2四半期 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 

１．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．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３ページを参照して下さい。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、世界的な金融危機の影響や世界景気の下振れ懸念等により、企

業業績や雇用情勢が悪化するなど厳しい状況で推移しました。 

外食産業におきましては、消費者の節約志向が強まる中、顧客獲得に向けた値下げ等による価格競争、また低価

格弁当の販売強化による中食マーケットとの競争もあり、依然として厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の下、当社におきましては営業面では、季節の天丼として、国産野菜のみを使用した「国産野菜

天丼」、魚介のみを使用した「海天丼」を販売しました。 

また、創業満20周年を迎えるにあたり、20周年記念キャンペーンとして、生ビールに天ぷら盛合わせ４品とお新

香をセットにした「生ビールセット550円」の販売、ランチタイム（11時～14時）限定で店内の丼・定食ごはんの大

盛り無料キャンペーンを実施しました。 

損益面では、人件費のコントロールを全社一丸で取組み、一定の成果を上げることができました。また、食用油

等の仕入れ価格が安定したことにより、原価率の低減化に繋がりました。 

また、従来店内飲食におきまして割り箸を使用しておりましたが、エコの観点から全店にエコ箸を順次導入し、

環境保全やゴミ量の削減に努めてまいりました。 

店舗展開につきましては、不採算店等４店を閉鎖した結果、直営店店舗数は120店舗となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は4,730,084千円（内ロイヤリティー等収入8,462千円）、営

業利益は51,845千円、経常利益は36,625千円となりました。しかしながら特別損失として64,825千円を貸倒処理し

たことにより42,077千円の四半期純損失となりました。  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

当第２四半期累計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ307,722千円減少の4,957,166千円となりました。この主

な要因は、流動資産が19,240千円増加しましたが、固定資産が 326,963千円減少したことによるものです。 

負債につきましては、前事業年度に比べ230,845千円減少して4,200,951千円となりました。この主な要因は、流動

負債が220,391千円、固定負債が10,454千円減少したことによるものです。 

純資産につきましては、76,877千円減少して756,215千円となりました。この主な要因は、利益剰余金が76,877千

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２四半期累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、前事業年度と比べ4,821千円

増加し228,849千円となりました。当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因

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） 

営業活動の結果得られた資金は11,459千円となりました。これは主に減価償却費106,364千円の計上、仕入債務の

減少80,921千円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） 

投資活動の結果得られた資金は38,853千円となりました。これは主に差入保証金の回収による収入71,518千円を計

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） 

財務活動の結果支出した資金は45,490千円となりました。これは主に長期借入金による収入が700,000千円ありま

したが、長期借入金の返済が607,224千円、短期借入金の返済が100,000千円あったこと等によるものであります。 

平成21年12月期の通期業績予想につきましては、平成21年７月28日に開示しております通り、今後も厳しい経済

状況、経営環境が続くと想定されることから、下半期の既存店売上前年比97％で算定し、また不採算店等３店閉鎖

（通期７店閉鎖）を予定しており、売上高9,400百万円、営業利益210百万円、経常利益170百万円、当期純利益35

百万円に修正いたしております。 

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．財政状態に関する定性的情報

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2四半期決算短信（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。 

③ 「リース取引に関する会計基準」の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日）及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号 同前）が平成20年４月１日以後開

始する事業年度から適用できることとなったことに伴い、第１四半期会計期間から同会計基準及び適用指針

を適用しております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

つきましては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

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2四半期決算短信（非連結）
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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 228,849 224,027 

営業未収入金 100,435 128,226 

商品 23,248 35,901 

繰延税金資産 57,291 29,478 

その他 166,404 139,402 

貸倒引当金 △167 △216 

流動資産合計 576,062 556,821 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,356,998 1,449,397 

機械及び装置（純額） 12,248 14,449 

工具、器具及び備品（純額） 16,746 20,898 

有形固定資産合計 1,385,993 1,484,745 

無形固定資産 10,196 10,926 

投資その他の資産   

繰延税金資産 323,184 349,083 

差入保証金 2,622,141 2,817,256 

その他 108,781 50,425 

貸倒引当金 △69,193 △4,368 

投資その他の資産合計 2,984,913 3,212,396 

固定資産合計 4,381,104 4,708,068 

資産合計 4,957,166 5,264,889 

㈱テン コーポレーション(2727) 平成21年12月期 第2四半期決算短信（非連結）

5



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年６月30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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 253,455 334,377 

短期借入金 500,000 600,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,143,628 1,085,608 

未払金 151,933 226,053 

未払法人税等 16,977 16,724 

その他 302,109 325,732 

流動負債合計 2,368,104 2,588,495 

固定負債   

長期借入金 1,499,857 1,465,101 

退職給付引当金 254,432 245,997 

その他 78,557 132,203 

固定負債合計 1,832,847 1,843,301 

負債合計 4,200,951 4,431,796 

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 131,295 208,172 

株主資本合計 756,215 833,092 

純資産合計 756,215 833,092 

負債純資産合計 4,957,166 5,264,889 

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

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,730,084

売上原価 1,437,165

売上総利益 3,292,919

販売費及び一般管理費 3,241,073

営業利益 51,845

営業外収益  

受取利息 861

協賛金収入 2,298

不動産賃貸料 1,920

その他 5,633

営業外収益合計 10,713

営業外費用  

支払利息 25,708

その他 224

営業外費用合計 25,933

経常利益 36,625

特別損失  

固定資産除却損 9,213

貸倒引当金繰入額 64,825

その他 1,144

特別損失合計 75,182

税引前四半期純損失（△） △38,557

法人税、住民税及び事業税 5,434

法人税等調整額 △1,914

法人税等合計 3,519

四半期純損失（△） △42,077

㈱テン コーポレーション(2727) 平成21年12月期 第2四半期決算短信（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２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △38,557

減価償却費 106,364

長期前払費用償却額 11,582

引当金の増減額（△は減少） 73,210

受取利息 △861

支払利息 25,708

有形固定資産除却損 9,213

売上債権の増減額（△は増加） 27,790

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,961

仕入債務の増減額（△は減少） △80,921

その他 △109,191

小計 38,300

利息の受取額 743

利息の支払額 △25,751

法人税等の還付額 3,054

法人税等の支払額 △4,887

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,459

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 71,518

その他 △7,576

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,853

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） △100,000

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △607,224

配当金の支払額 △34,674

その他 △3,592

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,821

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 228,849

㈱テン コーポレーション(2727) 平成21年12月期 第2四半期決算短信（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

              ㈱テン コーポレーション(2727) 平成21年12月期 第2四半期決算短信（非連結）

9



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高             4,824,509  100.0

Ⅱ 売上原価        1,469,311  30.5

売上総利益        3,355,197  69.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        3,323,118  68.9

営業利益        32,079  0.7

Ⅳ 営業外収益        18,770  0.4

Ⅴ 営業外費用        28,042  0.6

経常利益        22,807  0.5

Ⅵ 特別利益       －      

Ⅶ 特別損失        67,900      

税引前中間純利益       △45,093 △0.9

法人税、住民税及び事業
税  5,582            

法人税等調整額 △13,915       △0.2

中間純利益       △36,760 △0.7
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税引前中間純損失 △45,093

減価償却費               127,568

減損損失   44,215

長期前払費用償却   19,181

退職給付引当金の増加
額   13,767

貸倒引当金の減少額 △32

受取利息  △1,300

支払利息   25,167

固定資産除却損   22,014

売上債権の減少額   20,283

棚卸資産の減少額   6,646

前払費用の減少額   2,585

その他の資産減少額  6,376

その他の負債増加額  11,872

仕入債務の減少額  △65,291

未払金の減少額  △39,311

未払費用の減少額  △83,899

預り金の増加額   1,239

未払消費税等の減少額  △4,969

長期未払金の減少額 △391

その他  △3,480

小計  57,146

利息の受取額   1,184

利息の支払額  △26,926

法人税等の還付額   47,107

法人税等の支払額  △75

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  78,437
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前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

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  

△133,990

無形固定資産の取得によ
る支出  

△700

差入保証金の差入による
支出  

△49,460

差入保証金の返戻による
支出   21,204

長期前払費用の増加額 △18,846

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△181,792

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

短期借入金の純増加額  100,000

長期借入れによる収入  800,000

長期借入金の返済による
支出  

△723,700

配当金の支払額  △34,971

その他  △3,592

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  137,736

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額  34,380

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中間
期末残高 

 362,230
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