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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

22年3月期第1四半期 4,665 △6.0 4 ― 1 ― △27 ―

21年3月期第1四半期 4,963 ― △8 ― △9 ― △44 ―

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

22年3月期第1四半期 △1.06 ―

21年3月期第1四半期 △1.71 ―

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

22年3月期第1四半期 13,925 9,762 70.0 373.92
21年3月期 13,684 9,768 71.3 374.16

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  9,752百万円 21年3月期  9,759百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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 
連結累計期間

9,946 0.8 124 ― 131 ― 23 356.0 0.88

通期 19,815 2.1 331 ― 348 ― 120 ― 4.60
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注)詳細は、3頁【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。 

(3) 四半期連結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（四半期連結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、3頁【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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。実際の実績等は業績の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 26,579,527株 21年3月期  26,579,527株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  496,936株 21年3月期  496,836株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 26,082,624株 21年3月期第1四半期 26,083,431株
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当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年からの米国・欧州の急速な景気後退による影響
によって、海外輸出とそれに伴う生産が大幅に減少したものの、やや底打ち感が芽生え、輸出や生産の減
少も停滞しつつある状況となってきたが、依然として企業業績は低調に推移しており、雇用情勢にも悪影
響を与え、個人消費も引き続き低迷しており、厳しい経営環境が続いております。 
外食産業界におきましては、需要自体は依然として存在しているものの、消費マインドが節約志向とな

っており、低価格競争の状況が生じ始めております。また、上記の様に景気も依然として低調な状態にあ
り、好転の兆しが見えない現状においては、内食を含め飲食業界全体での競争が一層激化する等のますま
す厳しい状況が当面続くものと予想されます。 
こうした中、当社グループは創業時からのお客様への四つの誓い「良いものを安く、早く、清潔に、最

高の雰囲気で」を実現するための店作りに、引き続き取り組んでまいりました。殊に創業40周年にあた
り、今一度創業の原点に立ち返ったコンセプトで展開を進めている『テング酒場』につきましては、お客
様の好評を得ております。 
しかし、上記のような厳しい経営状況において、当第１四半期連結累計期間の売上高は、46億65百万円

(前年同期間比94.0％)にとどまりました。他方、利益につきましては、原価率低減、諸経費削減の努力に
よりまして、営業利益4百万円(前年同期間比13百万円増益）、経常利益１百万円（前年同期間比11百万円
増益）、四半期純損失27百万円（前年同期間比16百万円損失縮小）となりました。 
  

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2億40百万円増加し、139億25百万円となりました。
これは、流動資産が67百万円、無形固定資産が15百万円減少したものの、新規出店や店舗の情報インフラ
としてオーダーエントリーシステム機器の置換えを実施したことにより、有形固定資産2億86百万円、投
資その他の資産37百万円が増加したことによるものであります。 
負債につきましては、借入金の返済等による減少があったものの、上記のオーダーエントリーシステム

機器の導入の際に、所有権移転外ファイナンス・リース取引により新規取得を実施したことによるリース
債務の増加により、前連結会計年度末に比べ2億46百万円増加し、41億63百万円となりました。 
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて5百万円減少し、97億62百万円となりました。 
  

当第1四半期末における現金及び現金同等物は、営業活動によるキャッシュ・フローが3億18百万円増
加、投資活動によるキャッシュ・フローが1億34百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが1億49
百万円減少となりました結果、前連結会計年度末に比べ34百万円増加し31億7百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローの主な増加は、減価償却費によるものであります。 
投資活動によるキャッシュ・フローの主な減少は、有形固定資産の取得による支出によるものでありま

す。 
財務活動によるキャッシュ・フローの主な減少は、長期借入金の返済による支出によるものでありま

す。 
  

平成22年3月期の連結業績予想につきましては、平成21年5月14日に公表いたしました業績予想に変更は
ございません。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産、負債及び純資産の状況

(2)キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

当第1四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと
認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積
り、簿価切下げを行う方法によっております。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する
方法によっております。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。 
また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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ので、前連結会計年度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。 
  

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、従来、支払利子込み法により処理しておりました
が、重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より、支払利子込み法から利息相当額の合理的な
金額を控除する方法に変更いたしました。 
この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業利益が1百万円増加し、経常利益が1百万円減少

しております。また、この変更に伴う過年度分の影響額を特別損失として計上した結果、税金等調整前
四半期純損失が3百万円増加しております。 

  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②棚卸資産の評価方法

③固定資産の減価償却費の算定方法

④法人税等並びに繰延税金負債の算定方法

（追加情報）

リース取引について
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５．【四半期連結財務諸表】 
 (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,107,269 3,072,327

売掛金 107,829 126,059

商品及び製品 181,825 218,275

その他 354,670 402,518

貸倒引当金 △498 △501

流動資産合計 3,751,096 3,818,679

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,094,430 11,042,551

減価償却累計額 △8,209,162 △8,107,314

建物及び構築物（純額） 2,885,267 2,935,236

機械及び装置 1,666,423 1,657,453

減価償却累計額 △1,250,065 △1,228,198

機械及び装置（純額） 416,358 429,255

工具、器具及び備品 2,593,014 2,188,388

減価償却累計額 △1,805,444 △1,749,548

工具、器具及び備品（純額） 787,569 438,840

土地 334,222 334,222

建設仮勘定 724 －

有形固定資産合計 4,424,142 4,137,554

無形固定資産 209,226 225,032

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,156,364 5,124,285

その他 390,111 384,497

貸倒引当金 △5,500 △5,535

投資その他の資産合計 5,540,976 5,503,248

固定資産合計 10,174,344 9,865,835

資産合計 13,925,440 13,684,515
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 439,201 460,597

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 403,900 415,000

未払法人税等 31,096 95,953

その他 1,046,741 894,245

流動負債合計 1,970,939 1,915,796

固定負債   

社債 200,000 200,000

長期借入金 700,000 800,000

退職給付引当金 764,060 758,860

その他 528,010 241,644

固定負債合計 2,192,070 2,000,504

負債合計 4,163,010 3,916,300

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,257,201 5,257,201

資本剰余金 1,320,293 1,320,293

利益剰余金 3,415,641 3,443,338

自己株式 △202,827 △202,797

株主資本合計 9,790,308 9,818,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,966 △9,606

土地再評価差額金 △49,400 △49,400

評価・換算差額等合計 △37,434 △59,007

新株予約権 9,555 9,185

純資産合計 9,762,430 9,768,214

負債純資産合計 13,925,440 13,684,515

テンアライド㈱（8207）　平成22年3月期　第1四半期決算短信

－6－



 (2)【四半期連結損益計算書】 
  【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,963,741 4,665,204

売上原価 1,436,705 1,325,176

売上総利益 3,527,036 3,340,027

販売費及び一般管理費   

人件費 1,801,076 1,694,962

退職給付費用 50,953 44,354

その他 1,683,919 1,595,821

販売費及び一般管理費合計 3,535,949 3,335,138

営業利益又は営業損失（△） △8,913 4,889

営業外収益   

受取利息 894 828

受取配当金 1,704 1,311

受取賃貸料 2,286 1,715

固定資産受贈益 4,007 2,215

その他 4,514 4,039

営業外収益合計 13,407 10,109

営業外費用   

支払利息 9,445 9,577

その他 4,739 4,086

営業外費用合計 14,185 13,663

経常利益又は経常損失（△） △9,691 1,335

特別利益   

その他 － 76

特別利益合計 － 76

特別損失   

固定資産除却損 7,928 1,471

リニューアル諸費用 959 2,457

固定資産処分損 － 5,533

過年度損益修正損 － 2,863

その他 5,110 306

特別損失合計 13,997 12,632

税金等調整前四半期純損失（△） △23,688 △11,219

法人税、住民税及び事業税 20,994 16,477

法人税等合計 20,994 16,477

四半期純損失（△） △44,683 △27,697
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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   

税金等調整前四半期純損失（△） △23,688 △11,219

減価償却費 219,867 227,233

貸倒引当金の増減額（△は減少） △79 △37

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,567 5,200

受取利息及び受取配当金 △2,598 △2,139

受取賃貸料 △2,286 △1,715

支払利息 9,445 9,577

有形固定資産除却損 7,928 1,471

売上債権の増減額（△は増加） 14,734 18,229

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,332 36,450

その他の流動資産の増減額（△は増加） 49,842 49,430

仕入債務の増減額（△は減少） △81,606 △21,396

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,725 21,200

その他の流動負債の増減額（△は減少） 39,918 63,641

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 1,952 △32,078

その他 47,896 27,556

小計 341,502 391,401

利息及び配当金の受取額 2,612 1,868

賃貸料の受取額 2,115 1,715

利息の支払額 △8,910 △8,736

法人税等の支払額 △76,659 △67,350

営業活動によるキャッシュ・フロー 260,661 318,898

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 △201,260 △117,724

無形固定資産の取得による支出 － △2,793

貸付金の回収による収入 206 67

長期前払費用の取得による支出 △8,910 △14,284

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,964 △134,733

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △111,100 △111,100

リース債務の返済による支出 △14,803 △38,092

自己株式の取得による支出 △40 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,943 △149,222

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △75,247 34,942

現金及び現金同等物の期首残高 3,312,263 3,072,327

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,237,016 3,107,269

テンアライド㈱（8207）　平成22年3月期　第1四半期決算短信

－8－



 該当事項はありません。 

  

当第1四半期連結累計期間については、当社グループは製品の種類、性質、販売市場等の類似性か
ら判断して、同種の外食産業及び補完的事業を営んでいるため、事業の種類別セグメント情報の記載
を省略しております。 
  

当第1四半期連結累計期間については、当社グループは在外子会社及び在外支店がないため、該当
事項はありません。 
  

当第1四半期連結累計期間については、当社グループは海外売上高がないため、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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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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