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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 8,996 △8.8 △256 ― △263 ― △335 ―

21年3月期第2四半期 9,866 ― △16 ― △6 ― 5 ―

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2四半期 △12.88 ―

21年3月期第2四半期 0.19 ―

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2四半期 13,642 9,441 69.2 361.57
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2四半期  9,430百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 17,967 △7.4 △566 ― △556 ― △588 ― △22.54
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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、4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、4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2四半期 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2四半期  496,989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2四半期 26,082,588株 21年3月期第2四半期 26,083,355株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年からの世界的な景気後退による影響を受け、輸
出とそれに伴う生産が大幅に減少し、企業業績の低調な推移に見舞われ、雇用情勢の悪化や所得環境の厳
しさから、個人消費も引き続き低迷するなど、大変厳しい経営環境下で推移しました。 
外食産業界にあっては、消費マインドが節約志向となっていることから、需要喚起に向けた低価格競争

が激化しております。さらに、夏場の天候不順や新型インフルエンザの流行なども相まって、かつてない
程の厳しい経営環境にあります。 
このような状況の中で、当社グループは本年が創業４０周年にあたるのを機に、今一度創業の原点に立

ち返ったコンセプトに基づいた店作りに取組んでまいりました。こうした中、新規出店については「テン
グ酒場」の水道橋西口店と蒲田駅前店、「旬鮮酒場 天狗」南池袋店の３店舗を出店し売上確保に努めま
した。一方、店舗力を上げるために「旬鮮酒場 天狗」新橋店をリニューアルし、既存店「旬鮮酒場 天
狗」から「テング酒場」への業態変更を８店舗行いました。 
しかしながら、上記のような厳しい経営状況において、当第２四半期連結累計期間の売上高は、89億96

百万円（前年同期間比91.2%）にとどまりました。また、利益につきましても、原価率の低減、諸経費削
減の努力はあったものの、売上高の減少によって、営業損失2億56百万円（前年同期間比2億40百万円減
益）、経常損失2億63百万円（前年同期間比2億57百万円減益）、四半期純損失3億35百万円（前年同期間
比3億40百万円減益）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42百万円減少し、136億42百万円となりました。こ
れは、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、有形固定資産が3億19百万円増加したものの、主として現金及び預金の減少により流動資産が3億4
百万円、無形固定資産が29百万円、投資その他の資産が28百万円減少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
債務の増加や私募債の新規発行による新規調達に伴う社債の増加により、前連結会計年度末に比べ2億84
百万円増加し、42億円となりました。 
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて3億26百万円減少し、94億41百万円となりました。 
  

当第2四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1億30百万円増
加、投資活動によるキャッシュ・フローが3億26百万円減少、財務活動によるキャッシュ・フローが66百
万円減少となりました結果、前連結会計年度末に比べ2億62百万円減少し28億9百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローの主な増減は、税金等調整前四半期純損失による減少と減価償却費

による増加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・フローの主な増減は、社債の発行による収入に伴う増加と長期借入金の返

済による支出に伴う減少と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9月18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2四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。 
  

該当事項はありません。 
  

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、営業損失が2百万円減少し、経常損失が1百万円増加

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4百万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

(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

（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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,809,916 3,072,327

売掛金 97,602 126,059

商品及び製品 188,827 218,275

その他 418,374 402,518

貸倒引当金 △473 △501

流動資産合計 3,514,247 3,818,679

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 11,181,196 11,042,551

減価償却累計額 △8,275,707 △8,107,314

建物及び構築物（純額） 2,905,489 2,935,236

機械及び装置 1,694,513 1,657,453

減価償却累計額 △1,248,952 △1,228,198

機械及び装置（純額） 445,560 429,255

工具、器具及び備品 2,628,594 2,188,388

減価償却累計額 △1,857,477 △1,749,548

工具、器具及び備品（純額） 771,117 438,840

土地 334,222 334,222

建設仮勘定 994 －

有形固定資産合計 4,457,384 4,137,554

無形固定資産 195,551 225,032

投資その他の資産   

敷金及び保証金 5,178,948 5,124,285

その他 301,518 384,497

貸倒引当金 △5,500 △5,535

投資その他の資産合計 5,474,967 5,503,248

固定資産合計 10,127,902 9,865,835

資産合計 13,642,150 13,684,515

テンアライド㈱（8207）　平成22年3月期　第2四半期決算短信

－5－



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 405,755 460,597

1年内償還予定の社債 100,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 415,000

未払法人税等 59,920 95,953

その他 999,312 894,245

流動負債合計 1,964,988 1,915,796

固定負債   

社債 375,000 200,000

長期借入金 600,000 800,000

退職給付引当金 776,706 758,860

その他 483,939 241,644

固定負債合計 2,235,645 2,000,504

負債合計 4,200,633 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 3,107,389 3,443,338

自己株式 △202,844 △202,797

株主資本合計 9,482,040 9,818,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,983 △9,606

土地再評価差額金 △49,400 △49,400

評価・換算差額等合計 △51,383 △59,007

新株予約権 10,859 9,185

純資産合計 9,441,516 9,768,214

負債純資産合計 13,642,150 13,684,515
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,866,343 8,996,018

売上原価 2,843,609 2,571,898

売上総利益 7,022,733 6,424,119

販売費及び一般管理費   

人件費 3,569,287 3,353,741

退職給付費用 106,529 91,504

その他 3,363,557 3,235,748

販売費及び一般管理費合計 7,039,374 6,680,994

営業損失（△） △16,640 △256,874

営業外収益   

受取利息 4,097 2,113

受取配当金 1,704 1,311

受取賃貸料 4,573 3,431

固定資産受贈益 13,184 10,941

その他 12,621 7,472

営業外収益合計 36,181 25,270

営業外費用   

支払利息 18,516 18,515

その他 7,282 13,853

営業外費用合計 25,798 32,368

経常損失（△） △6,257 △263,973

特別利益   

受取補償金 95,044 －

その他 － 153

特別利益合計 95,044 153

特別損失   

固定資産除却損 22,957 9,836

リニューアル諸費用 12,439 8,536

固定資産処分損 － 13,028

その他 13,942 7,667

特別損失合計 49,338 39,068

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

39,449 △302,888

法人税、住民税及び事業税 34,405 33,059

法人税等合計 34,405 33,059

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,044 △335,948
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

39,449 △302,888

減価償却費 456,333 468,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） 471 △62

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,249 17,846

受取利息及び受取配当金 △5,802 △3,424

受取賃貸料 △4,573 △3,431

支払利息 18,516 18,515

有形固定資産除却損 57,894 9,836

売上債権の増減額（△は増加） 13,370 28,456

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,435 29,447

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13,887 △14,789

仕入債務の増減額（△は減少） △83,835 △54,842

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,879 △28,816

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34,184 6,172

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 21,567 △54,662

その他 48,593 92,742

小計 553,718 208,914

利息及び配当金の受取額 5,902 3,334

賃貸料の受取額 5,098 3,431

利息の支払額 △18,719 △18,373

法人税等の支払額 △67,071 △67,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 478,928 130,214

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 △353,894 △300,006

無形固定資産の取得による支出 △5,274 △2,793

貸付金の回収による収入 272 67

長期前払費用の取得による支出 △16,010 △23,587

投資有価証券の売却による収入 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △374,905 △326,319

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の発行による収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △222,200 △215,000

リース債務の返済による支出 △29,547 △76,259

社債の償還による支出 △150,000 △25,000

自己株式の取得による支出 △119 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △401,866 △66,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △297,844 △262,410

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 3,014,419 2,809,916

テンアライド㈱（8207）　平成22年3月期　第2四半期決算短信

－8－



該当事項はありません。 

  

当第2四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2四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2四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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