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1. 平成30年3月期第1四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年6月30日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第1四半期 3,923 △0.9 140 ― 136 ― 139 ―

29年3月期第1四半期 3,958 0.3 △18 ― △21 ― △36 ―

（注）包括利益 30年3月期第1四半期　　160百万円 （―％） 29年3月期第1四半期　　△41百万円 （―％）

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

30年3月期第1四半期 5.38 5.37

29年3月期第1四半期 △1.41 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

30年3月期第1四半期 9,420 5,166 54.7

29年3月期 9,441 5,007 52.9

（参考）自己資本 30年3月期第1四半期 5,154百万円 29年3月期 4,994百万円

2. 配当の状況

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

29年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

30年3月期 ―

30年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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(累計) 7,717 0.1 28 ― 20 ― △27 ― △1.04

通期 15,600 0.3 196 145.0 181 206.8 41 ― 1.58

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 30年3月期1Q 26,579,527 株 29年3月期 26,579,527 株

② 期末自己株式数 30年3月期1Q 618,688 株 29年3月期 618,648 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期1Q 25,960,866 株 29年3月期1Q 25,961,132 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料2ページの「1.当四半期決算に関する定性的情報　(3)連結業績予想などの将来業績予測情
報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、企業収益や雇用情勢の改善など景気は緩やかな回復基調で推

移しました。しかしながら、中国経済の減速に加え、英国のＥＵ離脱問題や米国の新政権移行に伴う世界経済の不

確実性により、国内景気の先行きは不透明な状況にあります。

また、個人消費に関しましても、個人所得に対する先行きの不透明感により、引き続き厳しい経営環境が続いて

おります。

特に外食産業におきましては、人手不足による人件費の高騰に直面しており、経営を取り巻く環境は厳しい状況

が続いております。

このような状況の中、当社におきましては、堅実な店舗運営と着実な収益構造の確立を図ってまいりました。

店舗状況といたしまして、当連結会計年度末における当社の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」20店舗、「和食れすと

らん天狗（「旬鮮だいにんぐ天狗」含む）」37店舗、「テング酒場（「蔵BAR BECO2」含む）」63店舗の合計120店

舗となっております（内フランチャイズ2店舗）。

もっとも、このような取り組みに際し、あくまで当社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、当社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、従来から継続して取り組んでおります店舗営業に係る内部監査や衛生監査について、更に内容の充実

に取り組み、理念の徹底を図っております。

以上のような取り組みの結果として、当第1四半期連結累計期間における連結売上高は、39億23百万円で前年同期

比99.1％となっております。

利益面につきましては、前期における店舗閉鎖に伴い全店舗の売上高は減少したものの、既存店舗の売上高は増

加しました。また効率化のための諸施策を実施したことにより主に人件費が減少し、営業利益は1億40百万円（前年

同期は営業損失18百万円）、経常利益1億36百万円（前年同期は経常損失21百万円）、親会社株主に帰属する四半期

純利益は1億39百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失36百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第1四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20百万円減少し、94億20百万円となり

ました。この主な要因といたしましては、現金及び預金が1億2百万円増加したことに対し、有形固定資産が52百万

円、敷金及び保証金が52百万円減少したことによるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて1億79百万円減少し、42億54百万円となりました。その主な要因といたし

ましては、長期借入金の返済により長期借入金が1億21百万円減少した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1億58百万円増加し、51億66百万円となりました。その

主な要因といたしましては、利益剰余金が1億39百万円増加したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30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29年5月15日付「平成29年3月期決算短信〔日

本基準〕（連結）」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。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,746,839 1,848,999

売掛金 155,365 128,014

たな卸資産 180,229 188,238

その他 384,497 351,278

貸倒引当金 △51,291 △51,291

流動資産合計 2,415,640 2,465,238

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,408,760 8,338,787

減価償却累計額 △6,681,513 △6,649,155

建物及び構築物（純額） 1,727,247 1,689,631

機械及び装置 1,403,870 1,403,213

減価償却累計額 △1,102,051 △1,100,633

機械及び装置（純額） 301,819 302,580

工具、器具及び備品 1,767,937 1,735,025

減価償却累計額 △1,567,752 △1,550,111

工具、器具及び備品（純額） 200,185 184,913

土地 245,103 245,103

建設仮勘定 1,808 1,808

有形固定資産合計 2,476,165 2,424,038

無形固定資産 154,765 151,065

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,182,290 4,130,138

その他 215,756 253,383

貸倒引当金 △2,900 △2,900

投資その他の資産合計 4,395,147 4,380,621

固定資産合計 7,026,077 6,955,725

資産合計 9,441,718 9,420,963

決算短信（宝印刷） 2017年08月02日 19時23分 3ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



テンアライド株式会社(8207) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

― 4 ―

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 395,321 363,481

1年内返済予定の長期借入金 391,250 360,000

未払法人税等 146,323 58,399

資産除去債務 23,658 13,105

店舗閉鎖損失引当金 33,329 8,511

その他 819,644 953,347

流動負債合計 1,809,527 1,756,845

固定負債

長期借入金 635,000 545,000

退職給付に係る負債 1,079,821 1,050,064

役員退職慰労引当金 11,830 13,869

資産除去債務 114,361 114,511

その他 783,194 774,116

固定負債合計 2,624,206 2,497,563

負債合計 4,433,734 4,254,408

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 △1,404,950 △1,265,307

自己株式 △234,517 △234,533

株主資本合計 4,938,027 5,077,653

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 58,890 72,245

土地再評価差額金 70,295 70,295

退職給付に係る調整累計額 △73,041 △65,646

その他の包括利益累計額合計 56,144 76,894

新株予約権 13,812 12,007

純資産合計 5,007,984 5,166,555

負債純資産合計 9,441,718 9,420,963
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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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

売上高 3,958,849 3,923,060

売上原価 1,135,226 1,055,649

売上総利益 2,823,623 2,867,411

販売費及び一般管理費

人件費 1,514,775 1,450,186

退職給付費用 43,393 46,588

地代家賃 558,921 522,249

その他 724,620 708,329

販売費及び一般管理費合計 2,841,711 2,727,354

営業利益又は営業損失（△） △18,088 140,057

営業外収益

受取利息 190 92

受取配当金 2,250 2,262

受取賃貸料 1,429 1,429

固定資産受贈益 1,325 302

受取事務手数料 1,262 1,328

その他 2,293 3,108

営業外収益合計 8,752 8,523

営業外費用

支払利息 9,731 7,711

その他 2,698 4,284

営業外費用合計 12,429 11,996

経常利益又は経常損失（△） △21,765 136,584

特別利益

新株予約権戻入益 2,376 1,804

店舗閉鎖損失引当金戻入額 9,371 3,487

特別利益合計 11,748 5,292

特別損失

固定資産除却損 1,829 395

工場移転損失引当金繰入額 6,612 -

固定資産処分損 2,509 732

特別損失合計 10,951 1,127

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（△）

△20,968 140,749

法人税、住民税及び事業税 16,247 1,251

法人税等調整額 △693 △145

法人税等合計 15,554 1,106

四半期純利益又は四半期純損失（△） △36,523 139,642

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△36,523 139,642
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四半期連結包括利益計算書

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28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △36,523 139,642

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △8,270 13,354

退職給付に係る調整額 3,396 7,394

その他の包括利益合計 △4,873 20,749

四半期包括利益 △41,397 160,392

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △41,397 160,392

非支配株主に係る四半期包括利益 - -

決算短信（宝印刷） 2017年08月02日 19時23分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



テンアライド株式会社(8207) 平成30年３月期 第１四半期決算短信

― 7 ―

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社グループ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。
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