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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 3,856 △4.5 86 141.6 92 162.0 57 224.6
24年3月期第1四半期 4,039 △6.5 35 ― 35 ― 17 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 49百万円 （158.2％） 24年3月期第1四半期 19百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 2.22 ―

24年3月期第1四半期 0.68 ―

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

25年3月期第1四半期 10,863 7,512 68.9 288.38
24年3月期 10,929 7,494 68.3 286.36

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,487百万円 24年3月期  7,468百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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）

（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

第2四半期(累計) 7,795 △1.3 67 202.4 82 237.6 7 ― 0.27
通期 15,730 0.0 232 56.9 264 72.1 102 △70.1 3.91



(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等については、四半期
決算短信（添付資料）P2.「業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

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   ：  有

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） 25年3月期1Q 26,579,527 株 24年3月期 26,579,527 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 616,995 株 24年3月期 497,653 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 26,002,313 株 24年3月期1Q 26,082,080 株
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当第1四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の復興需要を背景とした緩やかな

景気の持ち直しが見られるものの、欧州各国のデフォルトリスク等に伴う円高や世界経済の停滞、また

国内経済についてもデフレ基調が依然として継続していることから、先行きが極めて不透明な状況で推

移しております。 

このような状況の中、当社グループの属する外食産業界におきましては、電気料金の値上げや消費税

増税といった動きに機敏に反応した個人消費マインドが低調となりつつあり、加えて中食市場との競合

が一層進んだことにより、極めて激しい競争が繰り広げられております。加えて、国家による食材の規

制リスクや食材枯渇に伴う価格の高騰リスクといった状況も現出しており、経営を取り巻く環境はさら

に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、堅実な店舗展開と着実な収益構造の確立を図っ

てまいりました。 

店舗展開といたしましては、まず新規出店として４月１日に「テング酒場」川口東口店をオープンさ

せ、また「旬鮮酒場天狗」から「テング酒場」への業態変更を1店舗実施いたしました。これにより当

第1四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」40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」32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）。  

以上のような店舗展開に加え、居酒屋業態店舗でのランチ営業やアイドルタイムでの営業といった営

業時間の伸張を実施することにより機会収益を増大させ、店舗の収益構造の再構築に取り組むと共に、

原価や各種経費についても引き続き見直しを行い、コストの削減・適正化に積極的に取り組んでおりま

す。 

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、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、38億56百万

円で前第1四半期連結累計期間比95.5％となっております。  

他方、利益面につきましては、前期来の抜本的な効率化施策が功を奏し、営業利益は86百万円（前年

同期は営業利益35百万円）、経常利益92百万円（前年同期は経常利益35百万円）、四半期純利益57百万

円（前年同期は四半期純利益17百万円）となり、改善が進行しております。  

  

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65百万円減少し、108億63

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1億57百万円増加したものの、

その他流動資産が1億12百万円、加えて有形固定資産が73百万円減少している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83百万円減少し、33億51百万円となりました。その主な要因

といたしましては、流動負債その他が70百万円増加いたしましたが、買掛金が53百万円、借入金が32百

万円、未払法人税が51百万円、固定負債その他が22百万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
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また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて18百万円増加し、75億12百万円となりまし

た。その主な要因といたしましては、自己株式が30百万円減少したものの、利益剰余金が57百万円増加

していることによるものであります。  

  

平成25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24年5月14日付「平成24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。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第1四半期連結会計期間より、平成24年4月1

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

この変更による影響は軽微であります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

テンアライド㈱（8207）　平成25年3月期第1四半期決算短信

-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）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,688,091 2,845,204

売掛金 125,935 103,015

商品及び製品 143,051 147,108

その他 423,761 311,219

貸倒引当金 △95 △138

流動資産合計 3,380,744 3,406,409

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,317,036 9,205,550

減価償却累計額 △7,316,298 △7,247,970

建物及び構築物（純額） 2,000,738 1,957,580

機械及び装置 1,485,583 1,481,230

減価償却累計額 △1,197,876 △1,202,738

機械及び装置（純額） 287,707 278,492

工具、器具及び備品 2,043,832 2,023,394

減価償却累計額 △1,730,452 △1,731,746

工具、器具及び備品（純額） 313,379 291,647

土地 245,103 245,103

建設仮勘定 2,100 2,930

有形固定資産合計 2,849,029 2,775,754

無形固定資産 72,040 65,130

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,478,092 4,472,370

その他 150,540 145,513

貸倒引当金 △1,400 △1,400

投資その他の資産合計 4,627,233 4,616,483

固定資産合計 7,548,303 7,457,368

資産合計 10,929,048 10,863,778
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 400,091 346,764

短期借入金 285,000 266,000

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 61,777 61,556

未払法人税等 82,769 31,666

その他 832,828 902,848

流動負債合計 1,762,467 1,708,835

固定負債

社債 125,000 125,000

長期借入金 443,234 430,159

退職給付引当金 905,400 911,516

資産除去債務 22,352 22,376

その他 176,543 153,745

固定負債合計 1,672,530 1,642,797

負債合計 3,434,997 3,351,633

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 1,041,235 1,099,052

自己株式 △203,041 △233,950

株主資本合計 7,415,689 7,442,596

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △12,189 △20,627

土地再評価差額金 65,208 65,208

その他の包括利益累計額合計 53,019 44,581

新株予約権 25,341 24,966

純資産合計 7,494,050 7,512,144

負債純資産合計 10,929,048 10,863,778
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

売上高 4,039,874 3,856,935

売上原価 1,101,706 1,043,915

売上総利益 2,938,167 2,813,020

販売費及び一般管理費

人件費 1,490,653 1,393,072

退職給付費用 53,265 37,443

地代家賃 584,844 548,757

その他 773,563 747,161

販売費及び一般管理費合計 2,902,326 2,726,434

営業利益 35,840 86,585

営業外収益

受取利息 329 273

受取配当金 1,429 1,491

受取賃貸料 1,429 1,429

固定資産受贈益 － 5,268

その他 4,993 3,672

営業外収益合計 8,182 12,136

営業外費用

支払利息 5,588 5,533

その他 3,170 813

営業外費用合計 8,759 6,346

経常利益 35,263 92,376

特別利益

その他 257 651

特別利益合計 257 651

特別損失

固定資産除却損 1,215 11,647

固定資産処分損 1,659 5,292

貸倒引当金繰入額 1,400 －

その他 300 380

特別損失合計 4,574 17,319

税金等調整前四半期純利益 30,946 75,709

法人税、住民税及び事業税 14,500 18,130

法人税等調整額 △1,359 △212

法人税等合計 13,141 17,918

少数株主損益調整前四半期純利益 17,805 57,790

四半期純利益 17,805 57,790
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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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 17,805 57,790

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,310 △8,438

その他の包括利益合計 1,310 △8,438

四半期包括利益 19,115 49,352

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 19,115 49,352
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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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