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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 8,655 △3.8 △549 ― △552 ― △701 ―

22年3月期第2四半期 8,996 △8.8 △256 ― △263 ― △335 ―

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

23年3月期第2四半期 △26.91 ―

22年3月期第2四半期 △12.88 ―

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

23年3月期第2四半期 12,003 8,205 68.2 313.95
22年3月期 12,785 8,928 69.7 341.78

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  8,188百万円 22年3月期  8,914百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 18,068 2.3 △546 ― △543 ― △705 ― △27.03



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）P.3「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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） 23年3月期2Q 26,579,527株 22年3月期  26,579,527株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  497,391株 22年3月期  497,243株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 26,082,195株 22年3月期2Q 26,082,588株
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第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、海外経済の改善や政府の経済対策効果などを背景

に、企業業績の改善が続くなかで、景気が自律的回復に向けた動きもみられました。しかし、米国や欧

州を中心とした海外景気の下振れや、為替レートや株価の動向などにより景気が下押しされ、デフレの

影響及び雇用情勢の悪化懸念が継続しているなどにより、個人消費も低調のまま、内需は依然として厳

しい状況で推移しております。 

外食産業界におきましても、長引く景気停滞にあってお客様の節約志向による外食機会の減少や低価

格志向が強く、加えて外食企業間の競争も激化し、極めて厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の中で、当社グループはお客様への四つの誓い「良いものを安く、早く、清潔に、

高の雰囲気で」をきわめ、ビジネスランチの拡充や既存店舗の活性化をよりはかり店舗力を上げ、お客

様満足度向上による営業力アップに取組んで売上高確保をしてまいりました。 

また、店舗展開につきましては、「テング酒場 お茶の水店」を新規出店し、「旬鮮酒場天狗」から

「テング酒場」への業態変更を３店舗行いました。これにより当第２四半期末グループ店舗数は「旬鮮

酒場天狗」54店、「和食れすとらん天狗」（「旬鮮だいにんぐ天狗」含む）59店舗（内フランチャイズ

1店舗含む）、「テング酒場」27店舗の合計140店舗となっております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高86億55百万円（前年同四半期比3.8%減）、営

業損失5億49百万円（前年同四半期は営業損失2億56百万円）、経常損失5億52百万円（前年同四半期は

経常損失2億63百万円）、四半期純損失7億1百万円（前年同四半期は四半期純損失3億35百万円）となり

ました。 

  

1)資産、負債及び純資産の状況 

総資産につきましては、流動資産の前連結会計年度末比5億26百万円の減少、敷金及び保証金の

前連結会計年度末比97百万円の減少等により、120億3百万円（前連結会計年度末比7億82百万円減

少）となりました。 

負債につきましては、期末月度におけるリニューアル工事等に伴う未払金の増額に対し、借入金

返済・社債償還・リース債務返済等による減少により、37億98百万円（前連結会計年度末比58百万

円減少）となりました。 

純資産につきましては、当期純損失7億1百万円等により、82億5百万円（前連結会計年度末比7億

23百万円減少）となりました。 

2)キャッシュ・フローの状況 

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、6億30百万

円減少し、19億72百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況については下記の通りであり

ます。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、77百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失

による減少及び減価償却費による増加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） 

投資活動の結果使用した資金は、2億29百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得

による支出によるものであります。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、3億23百万円となりました。これは主に長期借入金の返済、

社債の償還、及びリース債務の返済による支出によるものであります。 

  

平成23年3月期の連結業績予想につきましては、平成22年9月30日に公表いたしました業績予想の変更

はございません。 

  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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。 

②棚卸資産の評価方法 

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。 

③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、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。 

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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。 

  

当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年3月31日）を適用しております。 

なお、この変更により営業損失及び経常損失は2百万円増加し、税金等調整前四半期純損失は76百万

円増加しております。  

  

該当事項はありません。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

テンアライド㈱（8207）　平成23年3月期第2四半期決算短信

－3－



3. 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22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,072,554 2,602,843

売掛金 103,121 124,299

商品及び製品 181,923 158,023

その他 407,880 406,859

貸倒引当金 △51 △323

流動資産合計 2,765,430 3,291,703

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,935,425 10,912,911

減価償却累計額 △8,334,013 △8,309,341

建物及び構築物（純額） 2,601,411 2,603,570

機械及び装置 1,725,220 1,685,658

減価償却累計額 △1,292,728 △1,275,582

機械及び装置（純額） 432,491 410,075

工具、器具及び備品 2,573,751 2,554,530

減価償却累計額 △1,993,227 △1,935,135

工具、器具及び備品（純額） 580,524 619,394

土地 245,103 245,103

建設仮勘定 30,516 －

有形固定資産合計 3,890,048 3,878,144

無形固定資産 141,634 168,147

投資その他の資産

敷金及び保証金 5,036,769 5,134,050

その他 175,035 318,975

貸倒引当金 △5,500 △5,500

投資その他の資産合計 5,206,304 5,447,526

固定資産合計 9,237,986 9,493,818

資産合計 12,003,417 12,785,521
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 423,924 458,087

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 400,000 400,000

未払法人税等 59,622 103,918

その他 1,151,735 862,303

流動負債合計 2,135,282 1,924,308

固定負債

社債 275,000 325,000

長期借入金 200,000 400,000

退職給付引当金 846,862 794,806

その他 340,936 412,836

固定負債合計 1,662,799 1,932,643

負債合計 3,798,081 3,856,951

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 1,778,298 2,480,065

自己株式 △202,970 △202,924

株主資本合計 8,152,823 8,854,635

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24,569 △230

土地再評価差額金 60,092 60,092

評価・換算差額等合計 35,523 59,861

新株予約権 16,989 14,072

純資産合計 8,205,336 8,928,569

負債純資産合計 12,003,417 12,785,521
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 8,996,018 8,655,943

売上原価 2,571,898 2,593,602

売上総利益 6,424,119 6,062,340

販売費及び一般管理費

人件費 3,353,741 3,306,100

退職給付費用 91,504 113,597

その他 3,235,748 3,191,813

販売費及び一般管理費合計 6,680,994 6,611,511

営業損失（△） △256,874 △549,170

営業外収益

受取利息 2,113 1,546

受取配当金 1,311 1,550

受取賃貸料 3,431 2,859

固定資産受贈益 10,941 3,929

その他 7,472 7,207

営業外収益合計 25,270 17,094

営業外費用

支払利息 18,515 13,782

その他 13,853 6,466

営業外費用合計 32,368 20,248

経常損失（△） △263,973 △552,325

特別利益

その他 153 363

特別利益合計 153 363

特別損失

固定資産除却損 9,836 21,462

リニューアル諸費用 8,536 8,805

固定資産処分損 13,028 8,628

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 74,017

その他 7,667 3,567

特別損失合計 39,068 116,482

税金等調整前四半期純損失（△） △302,888 △668,443

法人税、住民税及び事業税 33,059 33,323

法人税等合計 33,059 33,323

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △701,767

四半期純損失（△） △335,948 △701,767
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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損失（△） △302,888 △668,443

減価償却費 468,815 424,832

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 64,217

貸倒引当金の増減額（△は減少） △62 △272

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,846 52,055

受取利息及び受取配当金 △3,424 △3,097

受取賃貸料 △3,431 △2,859

支払利息 18,515 13,782

有形固定資産除却損 9,836 21,500

売上債権の増減額（△は増加） 28,456 21,177

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,447 △23,899

その他の流動資産の増減額（△は増加） △14,789 △4,212

仕入債務の増減額（△は減少） △54,842 △34,162

未払消費税等の増減額（△は減少） △28,816 39,125

その他の流動負債の増減額（△は減少） 6,172 58,368

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △54,662 30,460

その他 92,742 8,999

小計 208,914 △2,426

利息及び配当金の受取額 3,334 3,167

賃貸料の受取額 3,431 2,859

利息の支払額 △18,373 △13,782

法人税等の支払額 △67,092 △67,120

営業活動によるキャッシュ・フロー 130,214 △77,302

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 △300,006 △226,085

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 67 502

長期前払費用の取得による支出 △23,587 △3,969

投資活動によるキャッシュ・フロー △326,319 △229,552

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 △215,000 △200,000

リース債務の返済による支出 △76,259 △73,388

社債の償還による支出 △25,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △46 △45

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,305 △323,433

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △262,410 △630,288

現金及び現金同等物の期首残高 3,072,327 2,602,843

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,809,916 1,972,554
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該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

当第1四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第

17号 平成21年3月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第20号 平成20年3月21日）を適用しております。 

  

当社は同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。  

  

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

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

テンアライド㈱（8207）　平成23年3月期第2四半期決算短信

－8－


	第2四半期短信01_サマリＰＤＦ.pdf
	第2四半期短信02_添付ＰＤＦ.pdf



