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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 11,948 △9.8 137 ― 128 ― 252 ―

23年3月期第3四半期 13,246 △1.4 △680 ― △667 ― △883 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 246百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △889百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 9.69 ―

23年3月期第3四半期 △33.89 ―

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

24年3月期第3四半期 11,041 7,388 66.7 282.35
23年3月期 10,960 7,137 64.9 272.90

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  7,364百万円 23年3月期  7,117百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 15,748 △8.8 113 ― 115 ― 229 ― 8.78



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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については、四半期決
算短信（添付資料）Ｐ３．「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 26,579,527 株 23年3月期 26,579,527 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 497,573 株 23年3月期 497,447 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 26,082,018 株 23年3月期3Q 26,082,175 株
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当第3四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の発生による生産の減少や消費の

低迷により、厳しい状況からスタートしました。また、原子力発電所の罹災に伴う広域にわたる直接的

な被害や、それに端を発した全国的な電力供給不足の深刻化や風評被害により、経済活動が阻害されて

おります。加えて、欧米各国のデフォルトリスク等に伴う円高も依然として進行しており、先行きが極

めて不透明な状況で推移し続けております。 

当社グループの属する外食産業界におきましては、東日本大震災に伴う真摯な自粛や計画停電に伴う

一時的な営業制限といったことから始まり、放射性物質による被曝リスクのある食材の流通や、牛肉の

生食による食中毒死亡者の集団発生といった、飲食の安全・安心を脅かす事件が続き、更には台風上陸

による影響も生じており、経営を取り巻く環境は厳しい状況となっております。 

このような状況の中、当社グループにおきましては、前連結会計年度末頃に、先行きが不透明かつ厳

しい経営環境下においても着実に収益を確保するために、店舗収益構造の見直しや、物流体制・管理体

制の効率化といった事業構造ベースのレベルからの見直し計画を決定しました。 

この計画に基づき、業績回復が困難な店舗や事業構造の観点から見て不採算となる店舗・事業部につ

いて、4月以降より順次に閉鎖を実施しております。また、店舗の立地条件に鑑みて必要に応じて業態

の変更に着手しております。 

以上のような取り組みにより、2事業部と17店舗の閉鎖と「旬鮮酒場天狗」から「テング酒場」への

業態変更を4店舗実施しました。加えて、11月にはオーナー都合による1店舗の閉鎖を実施することによ

り、当第3四半期連結会計期間末における当社グループの店舗数は、「旬鮮酒場天狗」41店舗、「和食

れすとらん天狗（「旬鮮だいにんぐ天狗」含む）」49店舗、「テング酒場」31店舗の合計121店舗とな

っております（内フランチャイズ1店舗、子会社1店舗）。  

以上のような店舗展開に加え、店舗の収益構造をゼロベースで見直しを実施し、原価や各種経費につ

いても抜本的に見直しを行い、コストの削減・適正化に積極的に取り組んでおります。同時に、節電対

策も兼ねた空調設備のリプレイスや店舗照明のＬＥＤ化の更なる推進に取り組んでおります。 

もっとも、このような取り組みに際し、あくまで当社グループは愚直なまでに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」を実現することを肝に銘じ、会社としての取り組

みの方向性を見まがうことなく、当社グループ一丸となって邁進することを徹底しております。こうし

た観点から、当第3四半期連結累計期間においては、サマータイム導入に伴う営業時間の柔軟な対応

や、旬のメニュー商品のさらなるブラッシュアップ、調理講習や衛生監査のさらなる徹底、清掃マニュ

アルの整備に取り組んでおります。 

以上のような大量閉店等の結果として、当第3四半期連結累計期間における連結売上高は、119億48百

万円で前第3四半期連結累計期間比90.2％にとどまっております。 

他方、利益面につきましては、抜本的な効率化施策が功を奏し、営業利益は1億37百万円（前年同期

は営業損失6億80百万円）、経常利益1億28百万円（前年同期は経常損失6億67百万円）、四半期純利益2

億52百万円（前年同期は四半期純損失8億83百万円）となり、大幅な改善が実現いたしました。 

  

当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて80百万円増加し、110億41

百万円となりました。この主な変動内容といたしましては、現金及び預金が7億48百万円増加している

のに対し、有形固定資産が2億65百万円、敷金及び保証金が4億20百万円減少していることによるもので

あります。 

１．当四半期決算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

テンアライド㈱（8207）　平成24年3月期　第3四半期決算短信

-2-



負債合計は、前連結会計年度末に比べて1億69百万円減少し、36億53百万円となりました。その主な

変動内容といたしましては、長期借入金が4億56百万円増加いたしましたが、1年以内返済の長期借入金

が2億38百万円、店舗閉鎖損失引当金が1億61百万円減少していることによるものであります。 

また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて2億50百万円増加し、73億88百万円となり

ました。その主な要因といたしましては、利益剰余金が2億52百万円増加していることによるものであ

ります。 

  

平成24年3月期の連結業績予想につきましては、現時点において平成23年11月10日付「業績予想の修

正に関するお知らせ」で公表いたしました連結業績予想に変更はございません。 

  

※業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、潜在的なリスクや不確

定要素を含んでおります。そのため、実際の業績等は、今後の様々な要因の変化等により予想数値と異な

る可能性があります。  

  

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

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．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,876,898 2,624,991

売掛金 99,069 127,677

商品及び製品 142,793 176,520

その他 388,815 389,550

貸倒引当金 △47 △162

流動資産合計 2,507,530 3,318,578

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,610,325 9,390,628

減価償却累計額 △8,397,985 △7,280,298

建物及び構築物（純額） 2,212,340 2,110,329

機械及び装置 1,671,410 1,497,048

減価償却累計額 △1,313,182 △1,186,229

機械及び装置（純額） 358,228 310,819

工具、器具及び備品 2,495,275 2,083,259

減価償却累計額 △2,047,638 △1,732,614

工具、器具及び備品（純額） 447,637 350,644

土地 245,103 245,103

建設仮勘定 20,268 940

有形固定資産合計 3,283,578 3,017,837

無形固定資産 112,993 79,024

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,908,726 4,487,777

その他 153,219 145,190

貸倒引当金 △5,500 △6,900

投資その他の資産合計 5,056,445 4,626,068

固定資産合計 8,453,018 7,722,931

資産合計 10,960,549 11,041,509
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 390,657 458,266

短期借入金 380,000 304,000

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 400,000 161,997

未払法人税等 91,430 56,090

店舗閉鎖損失引当金 161,930 －

その他 871,446 822,132

流動負債合計 2,395,464 1,902,487

固定負債

社債 225,000 175,000

長期借入金 － 456,309

退職給付引当金 875,785 894,423

資産除去債務 36,912 22,327

その他 289,496 202,739

固定負債合計 1,427,195 1,750,799

負債合計 3,822,659 3,653,286

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 700,069 952,841

自己株式 △202,986 △203,019

株主資本合計 7,074,578 7,327,317

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △16,963 △28,397

土地再評価差額金 60,092 65,208

その他の包括利益累計額合計 43,128 36,811

新株予約権 20,183 24,094

純資産合計 7,137,889 7,388,222

負債純資産合計 10,960,549 11,041,509
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

売上高 13,246,911 11,948,867

売上原価 3,938,153 3,257,268

売上総利益 9,308,757 8,691,599

販売費及び一般管理費

人件費 5,010,369 4,335,635

退職給付費用 169,151 156,073

地代家賃 1,970,450 1,692,655

その他 2,839,731 2,369,905

販売費及び一般管理費合計 9,989,704 8,554,270

営業利益又は営業損失（△） △680,946 137,329

営業外収益

受取利息 1,899 1,260

受取配当金 3,067 2,920

受取賃貸料 4,289 4,289

固定資産受贈益 22,730 14,711

その他 10,861 15,393

営業外収益合計 42,847 38,575

営業外費用

支払利息 19,990 18,824

店舗閉鎖損失引当金繰入額 － 18,795

その他 9,694 10,031

営業外費用合計 29,684 47,652

経常利益又は経常損失（△） △667,783 128,252

特別利益

受取補償金 － 145,295

受取和解金 － 59,000

その他 747 698

特別利益合計 747 204,994

特別損失

固定資産除却損 22,720 21,215

リニューアル諸費用 9,173 8,033

固定資産処分損 － 7,969

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 74,017 －

その他 52,461 2,774

特別損失合計 158,372 39,992

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（△）

△825,408 293,253

法人税、住民税及び事業税 50,169 44,823

法人税等調整額 8,408 △4,342

法人税等合計 58,578 40,481

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△883,986 252,772

四半期純利益又は四半期純損失（△） △883,986 252,772
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△883,986 252,772

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △5,228 △11,433

土地再評価差額金 － 5,116

その他の包括利益合計 △5,228 △6,317

四半期包括利益 △889,215 246,455

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △889,215 246,455
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該当事項はありません 

  

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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（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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