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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含めておりません。 

２ 第36期を除く「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」については、新株予約権等を付与しておりますが、１株当

たり中間(当期)純損失のため記載しておりません。 

３ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

  

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 10,848,420 10,825,003 10,775,864 21,547,135 21,323,876

経常利益又は 
経常損失(△) 

(千円) 68,878 152,539 139,347 △177,850 86,781

当期純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(千円) △58,190 △79,440 △85,585 △441,008 120,295

純資産額 (千円) 12,708,972 11,997,834 12,107,077 12,346,559 12,144,126

総資産額 (千円) 16,922,596 16,048,764 16,195,685 16,622,496 16,314,848

１株当たり純資産額 (円) 478.17 460.09 464.3 464.56 465.71

１株当たり当期純利益 
又は中間(当期)純損失
(△) 

(円) △2.19 △3.02 △3.28 △16.59 4.59

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― 4.59

自己資本比率 (％) 75.1 74.8 74.8 74.3 74.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) 836,145 535,119 390,998 1,373,851 1,375,037

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △207,158 △560,208 △502,117 △915,097 △117,134

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) △491,414 △265,491 △339,623 △465,977 △638,724

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

(千円) 1,887,026 1,451,649 1,910,665 1,742,229 2,361,407

従業員数 (名) 
462 

(4,669)
425

(4,287)
449

(4,079)
438 

(4,602)
418

(4,219)



(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

  

(注) １ 売上高には消費税等は含めておりません。 

２ 第36期を除く「潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益」については、新株予約権等を付与しておりますが、１株当

たり中間(当期)純損失のため記載しておりません。 

３ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

  

回次 第35期中 第36期中 第37期中 第35期 第36期 

会計期間 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成15年 
  ９月30日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日 

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日 

自 平成15年 
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日 

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日 

売上高 (千円) 10,708,374 10,698,721 10,646,362 21,270,057 21,067,439

経常利益又は経常損失 
(△) 

(千円) 56,992 138,800 126,878 △197,334 63,440

当期純利益又は 
中間(当期)純損失(△) 

(千円) △61,903 △86,164 △91,576 △447,389 106,848

資本金 (千円) 5,257,201 5,257,201 5,257,201 5,257,201 5,257,201

発行済株式総数 (株) 26,579,527 26,579,527 26,579,527 26,579,527 26,579,527

純資産額 (千円) 12,806,750 12,086,220 12,182,750 12,441,669 12,225,790

総資産額 (千円) 17,008,141 16,122,499 16,280,224 16,702,415 16,384,263

１株当たり純資産額 (円) 481.84 463.49 467.20 468.13 468.85

１株当たり当期純利益 
又は中間(当期)純損失
(△) 

(円) △2.33 △3.27 △3.51 △16.83 4.08

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― 4.08

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) 2.00 4.00 4.00 2.00 6.00

自己資本比率 (％) 75.3 75.0 74.8 74.5 74.6

従業員数 (名) 
456 

(4,634)
418

(4,252)
441

(4,045)
433 

(4,566)
413

(4,185)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変更はあ

りません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間連結会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

(注) 従業員数欄の(外書)は、臨時従業員の当中間会計期間の平均雇用人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

テンアライド㈱の労働組合はゼンセン同盟に属し、社員及びパートを対象にしたユニオンショップ制で、組合員

数は社員374名、パート2,677名の合計3,051名であります。 

㈱桃桃、テンワールドトレーディング㈱は労働組合はありません。 

なお、労使関係については円満に推移しております。 

  

  

事業の種類 従業員数(名)

飲食業 
448 

(4,079) 

酒類等の輸入販売 
1 
(―) 

合計 
449 

(4,079) 

従業員数(名) 
441 

(4,045) 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、過去に例のない原油価格の高騰とこれに伴うアメリカ経済の不安定からく

る日本への影響、中国向け輸出の伸び悩み等懸念材料は多々見られる中、一方では株価の上昇、企業収益の改善、

設備投資意欲が依然として堅調さを持続しているなど、景気全体では緩やかな回復との見方が大勢を占める状況に

あり、個人消費についても雇用情勢の改善が見られるなど、明るさの兆しも見えてきております。しかしながら、

当外食産業界におきましては依然として業種を問わず新規参入が続いており、各企業とも出店意欲は衰えておら

ず、既存店においては業態変更も含め客数アップ対策に各社鎬を削っている状況にあり、引き続き厳しい戦いを強

いられております。 

当社と致しましては、各業態のグランドメニューの改訂、「旬鮮酒場天狗」においては立地条件等勘案しビジネ

ス街を中心にランチ営業を導入したり、「和食れすとらん天狗」においては前期に引き続きドリンクバーの設置

や、ランチ定食メニューの見直しを実施し、「くわい家」についてもメインメニュー・ドリンク等の改訂を実施し

ました。また全業態を通じた行動として、モバイルアンケート及びホームページの活用等販促活動の幅を広げ、集

客にも力を入れてまいりました。結果として既存店における客数は前年比を僅かながら上回ることができました。 

また、新規出店につきましては、当中間連結会計期間は８月にオープン致しました「和食れすとらん天狗」藤が

丘駅前店（横浜市青葉区）の１店舗にとどまりましたが、下期に向けましては引き続き「和食れすとらん天狗」を

中心にしつつも、「旬鮮酒場天狗」についても数店舗の出店を計画しております。 

更に、リニューアルにつきましては、当中間連結会計期間も「旬鮮酒場天狗」で７店舗、また「和食れすとらん

天狗」３店舗、「くわい家」１店舗の合計11店舗を実施いたしました。なお、この内「旬鮮酒場天狗」であった福

井駅前店及び吉祥寺店はリニューアルを契機に「和食れすとらん天狗」に業態変更、旬鮮炭火焼き「くわい家」の

新宿西口店を「くわい家」の新たなコンセプトの一つとして、ジンギス酒場「金の兜」くわい家新宿西口店として

スタートさせました。 

これにより、当中間連結期間末の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」86店舗、「和食れすとらん天狗」64店舗、「くわ

い家」４店舗の合計154店舗（内、ＦＣ１店舗、子会社１店舗を含む）となっております。 

この結果として、当中間連結会計期間の連結売上高は、107億75百万円、前年同中間期に比べて0.5％減とほぼ横

這いとなりました。 

一方、連結経常利益は、販売管理費面の削減効果はあったものの、原価率の改善に至らず１億39百万円（前中間

期比13百万円の減益）となり、連結中間純損益は、「固定資産の減損に係る会計基準」を当中間連結会計期間より

適用することに伴い、一部店舗の所有する固定資産の減損処理を行い、当中間連結会計期間において減損損失75百

万円を計上、また、リニューアルによる廃棄損と撤去費用で55百万円、貸倒損失13百万円及びその他で特別損失を

合計１億77百万円を計上したこと等により、連結中間純損失85百万円（前中間期比６百万円の減益）となりまし

た。 

なお、当中間会計期間の個別売上高は106億46百万円（前中間期比52百万円の減収）、個別経常利益は１億26百万

円（前中間期比11百万円の減益）、個別中間純損失は91百万円（前中間期比５百万円の減益）となりました。 

当中間連結会計期間は上記の通り、経常損益での黒字は確保いたしましたが、残念ながら中間連結純損益を黒字

化することが出来ませんでした。当社としましては、これまで実施してまいりました諸施策の更なる推進に加え、

リニューアルを織り込みつつ、グランドメニューの再々見直し、一部店舗へのランチ導入、年末年始に向けての宴

会需要の取り込み等により、中間期の遅れを取り戻すべく、全社を挙げて業績改善に邁進してまいる所存でありま

す。 



  



(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失28百万円、減価償却費及び減損損

失など非資金項目による増加がありましたが、設備資金及び社債の償還による支出を自己資金で賄った結果、450百

万円の減少となり、前中間連結会計期間に比べ160百万円支出の増加となり、当中間連結会計期間末の現金及び現金

同等物(以下資金という。)残高は1,910百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果増加した資金は390百万円となりました。これは主に税金等調整前中間純損失は28百万円となりま

したが、減価償却費460百万円及び減損損失75百万円並びに有形固定資産除却損33百万円によるものであります。こ

れは前中間連結会計期間に比べ、144百万円の収入の減少であります。 

(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502百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得380百万円によるもので

あります。使用した資金は前中間連結会計期間に比べ、58百万円の減少であります。 

(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339百万円となりました。これは主に社債の償還150百万円及び長期借入金137百万

円の返済によるものであります。使用した資金は前中間連結会計期間に比べ、74百万円の支出の増加であります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 
  

(注) １ 金額はテンアライド㈱の製造原価によっております。 

２ 上記はテンアライド㈱の生産実績であります。子会社２社は生産活動を行っておりません。 

３ 上記の金額には、消費税等が含まれておりません。 

  

(2) 受注実績 

該当事項はありません。 

  

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の品目別売上高ごとに示すと、次のとおりであります。 
  

(注) 上記の金額には、消費税等が含まれておりません。 

  

品名 
数量 
単位 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前年 
同期比 
(％) 

数量 金額(千円) 数量 金額(千円) 

つくねハンバーグ (人前) 169,672 14,538 20,257 5,340 36.73 

生そば (人前) 567,599 17,843 648,262 20,285 113.68 

つくね (人前) 516,887 21,036 188,121 6,746 32.06 

豆乳 
(リッ 
トル) 

219,867 19,907 210,847 15,036 75.53 

ぎょうざ (人前) 152,058 6,796 219,620 11,199 164.78 

ひれかつ (人前) 33,999 5,397 31,975 7,127 132.05 

いもタマコロッケ (人前) 256,579 11,373 49,101 2,320 20.39 

生湯葉 (人前) 24,225 1,813 20,680 1,260 69.49 

各種アイスクリーム ― ― 15,933 ― 21,613 135.64 

各種ドレッシング・
ソース 

― ― 20,441 ― 22,191 108.56 

その他 ― ― 216,389 ― 320,728 148.21 

合計     351,471 433,850 123.43 

品目 

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前年 
同期比 
(％) 

金額(千円) 金額(千円)

料理類 6,302,263 6,431,905 102.0

飲物類 4,418,019 4,244,311 96.0

たばこ 70,059 62,497 89.2

小計 10,790,343 10,738,715 99.5

その他 34,660 37,149 107.1

合計 10,825,003 10,775,864 99.5



３ 【対処すべき課題】 

当中間連結会計期間において、当社及び連結子会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間の研究開発活動は、新商品開発、メニュー開発およびお客様のニーズを的確に把握するため、

調査研究を行っております。 

研究開発費の金額は６百万円であります。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要な変更はあ

りません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はありません。 

前連結会計年度末に実施中又は、計画中であった設備の新設、重要な拡充もしくは改修のうち、当中間連結会計期

間中に完成したものは、次のとおりであります。 

  

  

設備の内容 取得価格(百万円) 完成年月
完成後における増加 

(△減少)能力(客席数)(席) 

提出会社 
   

(新 店) 
藤が丘駅前店 

64 平成17年８月 99

(既存店改修等) 
町田旭町店他 

343 平成17年４月～平成17年９月 △52

合計 408 ― 47



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

(注) 「株式の消却が行われた場合には、これに相当する株式数を減じる」旨を定款に定めております。 

なお、当中間会計期間に実施した自己株式の消却はありません。 

  

② 【発行済株式】 

  

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 84,712,800

計 84,712,800

種類 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容 

普通株式 26,579,527 26,579,527
東京証券取引所
市場第一部 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式 

計 26,579,527 26,579,527 ― ― 



(2) 【新株予約権等の状況】 

① 商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権は次のとおりであります。 

  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式は100株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

株主総会の特別決議日(平成17年６月28日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 750個(注)１ 730個(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 75,000株 73,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 36,375,000円(注)２ 35,405,000円(注)２ 

新株予約権の行使期間 
平成20年４月１日～
平成26年６月28日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格     485円
資本組入額      243円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

対象者として新株予約権を付
与された者は、新株予約権行
使時においても、当社の取締
役または従業員であることを
要する。ただし、社員独立制
度の適用による退職または関
連会社への転籍、その他一定
の場合を除く。 
各新株予約権の一部行使はで
きないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入その
他の処分及び相続は認めな
い。 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式は100株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

株主総会の特別決議日(平成16年６月25日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 600個(注)１ 590個(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 60,000株 59,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 24,960,000円(注)２ 24,544,000円(注)２ 

新株予約権の行使期間 
平成19年４月１日～
平成25年６月25日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格     416円
資本組入額      208円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

対象者として新株予約権を付
与された者は、新株予約権行
使時においても、当社の取締
役または従業員であることを
要する。ただし、社員独立制
度の適用による退職または関
連会社への転籍、その他一定
の場合を除く。 
各新株予約権の一部行使はで
きないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入その
他の処分及び相続は認めな
い。 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式は100株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

株主総会の特別決議日(平成15年６月26日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 690個(注)１ 690個(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 69,000株 69,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 27,531,000円(注)２ 27,531,000円(注)２ 

新株予約権の行使期間 
平成18年４月１日～
平成24年６月26日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格     399円
資本組入額      200円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

対象者として新株予約権を付
与された者は、新株予約権行
使時においても、当社の取締
役または従業員であることを
要する。ただし、社員独立制
度の適用による退職または関
連会社への転籍、その他一定
の場合を除く。 
各新株予約権の一部行使はで
きないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入その
他の処分及び相続は認めな
い。 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数



  

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式は100株であります。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる１円

未満の端数は切り上げる。 

また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

  

株主総会の特別決議日(平成14年６月26日)

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株予約権の数 360個(注)１ 340個(注)１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数 36,000株 34,000株 

新株予約権の行使時の払込金額 15,624,000円(注)２ 14,756,000円(注)２ 

新株予約権の行使期間 
平成17年４月１日～
平成23年６月26日 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格     434円
資本組入額      217円 

同左 

新株予約権の行使の条件 

対象者として新株予約権を付
与された者は、新株予約権行
使時においても、当社の取締
役または従業員であることを
要する。ただし、社員独立制
度の適用による退職または関
連会社への転籍、その他一定
の場合を除く。 
各新株予約権の一部行使はで
きないものとする。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権の譲渡、質入その
他の処分及び相続は認めな
い。 
新株予約権を譲渡するには、
当社取締役会の承認を要す
る。 

同左 

調整後払込金額＝調整前払込金額× 
１

分割・併合の比率

       
既発行株式数 ＋

新株発行(処分)株式数×１株当たり払込金額 

調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数



② 旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権(ストックオプション)に関する事項は次のとおりであります。 

株主総会の特別決議(平成12年６月27日) 

  

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株引受権の数 ― ― 

新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株引受権の目的となる株式の数 463,000株 463,000株

新株引受権の行使時の払込金額 204,646,000円 204,646,000円

新株引受権の行使期間 
平成15年４月１日～ 

平成21年６月27日 
同左 

新株引受権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格       442円 

資本組入額      221円 
同左 

新株引受権の行使の条件 

対象者として新株引受権を付

与された者は、新株引受権行

使時においても、当社の取締

役または従業員であることを

要する。ただし、社員独立制

度の適用による退職または関

連会社への転籍、その他一定

の場合を除く。 

同左 

新株引受権の譲渡に関する事項 

新株引受権の譲渡、質入その

他の処分及び相続は認めな

い。 

同左 



株主総会の特別決議(平成13年６月26日) 

  

  

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

  

  
中間会計期間末現在
(平成17年９月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日) 

新株引受権の数 ― ― 

新株引受権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株引受権の目的となる株式の数 59,000株 58,000株

新株引受権の行使時の払込金額 24,426,000円 24,012,000円

新株引受権の行使期間 
平成16年４月１日～ 

平成22年６月26日 
同左 

新株引受権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額 

発行価格       414円 

資本組入額      207円 
同左 

新株引受権の行使の条件 

対象者として新株引受権を付

与された者は、新株引受権行

使時においても、当社の取締

役または従業員であることを

要する。ただし、社員独立制

度の適用による退職または関

連会社への転籍、その他一定

の場合を除く。 

同左 

新株引受権の譲渡に関する事項 

新株引受権の譲渡、質入その

他の処分及び相続は認めな

い。 

同左 

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(株) 

発行済株式
総数残高 
(株) 

資本金増減額
  

(千円) 

資本金残高
  

(千円) 

資本準備金 
増減額 
(千円) 

資本準備金
残高 
(千円) 

平成17年４月１日 
～ 

平成17年９月30日 
― 26,579,527 ― 5,257,201 ― 4,847,343



(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 上記大株主には自己株式を含めておりません。 

２ 株主飯田保氏につきましては平成17年８月19日逝去により、相続手続中で名義書換が完了しておりません。 

３ 日本マスタートラスト信託銀行株式会社が所有する株式343千株は、信託業務に係る株式であります。 

  

(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が7,100株(議決権71個)含まれています。 

２ 「単元未満株式」には当社所有の自己株式３株が含まれております。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社永幸 東京都三鷹市井の頭５丁目26－12 6,412 24.13

飯 田   保 東京都三鷹市井の頭５丁目26－12 2,764 10.40

飯 田 永 太 東京都武蔵野市吉祥寺南町３－40－３ 2,743 10.32

株式会社岡永 
東京都中央区日本橋馬喰町１－７－３
岡永ビル 

1,372 5.16

株式会社東京三菱銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 778 2.93

飯 田   博 東京都目黒区緑が丘１－16－４ 380 1.43

日本マスタートラスト信託銀行 
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町２丁目11－３ 343 1.29

株式会社みずほ銀行 
(常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社) 

東京都千代田区内幸町１丁目１番５号
(東京都中央区晴海１丁目８番12号 
晴海アイランドトリトンスクエアオフィ
スタワーZ棟) 

296 1.12

飯 田 弘 子 東京都三鷹市井の頭５丁目26－12 269 1.01

山 内   薫 東京都三鷹市下連雀２丁目15－８ 269 1.01

計 ― 15,631 58.81

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 503,600 

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

26,028,500 
260,285 同上 

単元未満株式 普通株式  47,427 ― 同上 

発行済株式総数 26,579,527 ― ― 

総株主の議決権 ― 260,285 ― 



② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

(注) 東京証券取引所市場第一部における最高・最低株価を記載しております。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。 

  

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
テンアライド株式会社 

東京都中央区日本橋 
馬喰町一丁目７番３号 
(岡永ビル) 

503,600 ― 503,600 1.89

計 ― 503,600 ― 503,600 1.89

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

最高(円) 421 450 458 513 498 544

最低(円) 401 410 430 439 443 486

役名 職名 氏名 退任年月日 

取締役最高顧問相談役 ― 飯 田  保 平成17年８月19日 逝去 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第

24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項の

ただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号。

以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

ただし、前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)については、「財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成16年１月30日 内閣府令第５号)附則第３項のただ

し書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日ま

で)及び前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)並びに当中間連結会計期間(平成17年４月１日

から平成17年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸表及

び中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けております。 



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金   1,451,649 1,910,665 2,361,407  

２ 売掛金   95,582 104,381 108,015  

３ たな卸資産   244,052 241,746 191,866  

４ 繰延税金資産   46,956 378,403 404,782  

５ その他   645,586 637,073 490,661  

  貸倒引当金   △834 △262 △647  

  流動資産合計   2,482,992 15.5 3,272,009 20.2 3,556,086 21.8

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 
※１ 
※２ 

     

(1) 建物及び構築物   4,262,487   3,971,981 4,088,184    

(2) 土地   727,778   334,222 334,222    

(3) その他   981,029 5,971,296 37.2 1,006,647 5,312,851 32.8 991,722 5,414,129 33.2

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア   88,588   58,754 69,233    

(2) その他   69,265 157,853 1.0 65,807 124,561 0.8 69,140 138,373 0.8

３ 投資その他の資産        

(1) 投資有価証券 ※２ 677,930   1,009,209 763,968    

(2) 敷金及び保証金 ※２ 6,358,144   6,207,848 6,289,687    

(3) 繰延税金資産   166,905   ― ―    

(4) 再評価に係る 
  繰延税金資産   65,576   ― 3,326    

(5) その他   280,984   284,791 172,937    

貸倒引当金   △112,919 7,436,622 46.3 △15,586 7,486,262 46.2 △23,661 7,206,258 44.2

固定資産合計   13,565,772 84.5 12,923,676 79.8 12,758,762 78.2

資産合計   16,048,764 100.0 16,195,685 100.0 16,314,848 100.0

         



  

  

    前中間連結会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金    571,009 585,016 596,671  

２ 一年以内に返済 
  予定の長期借入金 ※２  252,320 116,400 227,760  

３ 一年以内に償還 
  予定の社債 ※２  300,000 300,000 300,000  

４ 未払法人税等    69,234 70,826 141,888  

５ 未払事業所税    14,000 14,000 27,000  

６ 未払費用    231,575 294,535 288,605  

７ その他    658,867 774,143 624,481  

流動負債合計    2,097,006 13.0 2,154,921 13.3 2,206,407 13.5

Ⅱ 固定負債         

１ 社債 ※２  1,050,000 750,000 900,000  

２ 長期借入金 ※２  242,400 122,300 148,200  

３ 繰延税金負債    ― 318,295 224,172  

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債    ― 41,226 ―  

５ 退職給付引当金    626,498 672,565 660,132  

６ その他    35,024 29,299 31,809  

固定負債合計    1,953,923 12.2 1,933,686 11.9 1,964,314 12.1

負債合計    4,050,930 25.2 4,088,608 25.2 4,170,721 25.6

          

(資本の部)         

Ⅰ 資本金    5,257,201 32.8 5,257,201 32.5 5,257,201 32.2

Ⅱ 資本剰余金    4,847,343 30.2 4,847,343 29.9 4,847,343 29.7

Ⅲ 利益剰余金    1,882,580 11.7 1,749,534 10.8 1,887,273 11.6

Ⅳ 土地再評価差額金    △95,584 △0.6 △49,400 △0.3 △4,848 △0.0

Ⅴ その他有価証券 
評価差額金    311,418 1.9 507,900 3.1 362,447 2.2

Ⅵ 自己株式    △205,125 △1.2 △205,501 △1.2 △205,291 △1.3

資本合計    11,997,834 74.8 12,107,077 74.8 12,144,126 74.4

負債及び資本合計    16,048,764 100.0 16,195,685 100.0 16,314,848 100.0

          



② 【中間連結損益計算書】 

  

  
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
要約連結損益計算書 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    
10,825,003 100.0 10,775,864 100.0

  
21,323,876 100.0

Ⅱ 売上原価    3,209,368 29.7 3,277,848 30.4   6,432,860 30.2

売上総利益    7,615,634 70.3 7,498,016 69.6   14,891,015 69.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  7,482,263 69.1 7,382,153 68.5   14,838,884 69.6

営業利益    133,371 1.2 115,863 1.1   52,131 0.2

Ⅳ 営業外収益          

１ 受取利息   3,579   849 10,735   

２ 受取配当金   6,619   7,246 6,970   

３ 賃貸収入   6,849   600 11,989   

４ 固定資産負担金   11,461   16,728 21,108   

５ その他   6,225 34,734 0.3 9,428 34,851 0.3 14,095 64,898 0.3

Ⅴ 営業外費用          

１ 支払利息   9,014   6,967 17,519   

２ 社債保証料   ―   1,687 4,085   

３ 雑損失   6,551 15,566 0.1 2,712 11,367 0.1 8,644 30,249 0.1

経常利益    152,539 1.4 139,347 1.3   86,781 0.4

Ⅵ 特別利益          

 １ 貸倒引当金戻入益   ―   7,727 57,612   

 ２ 土地売却益   ―   ― 341,563   

 ３ 保険差益   ― ― ― 1,889 9,616 0.1 ― 399,175 1.9

Ⅶ 特別損失          

１ 固定資産除却損 ※２ 52,302   33,800 61,108   

２ 減損損失 ※４ ―   75,739 ―   

３ リニューアル費用   3,477   22,897 8,510   

４ 店舗閉店諸費用   21,066   ― 21,066   

５ 支払和解金   47,125   ― 47,125   

６ リース解約損   20,168   ― 20,168   

７ 社葬関連費用   ―   25,756 ―   

８ その他 ※３ ― 144,139 1.3 18,869 177,062 1.7 19,786 177,764 0.8

税金等調整前中間 
(当期)純利益又は 
税金等調整前中間 
純損失(△) 

   8,400 0.1 △28,099 △0.3   308,192 1.5

法人税、住民税 
及び事業税   37,446   36,773 77,008   

法人税等調整額   50,393 87,840 0.8 20,712 57,486 0.5 110,887 187,896 0.9

当期純利益又は中間
純損失(△)    △79,440 △0.7 △85,585 △0.8   120,295 0.6

           



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

  

  

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

(資本剰余金の部)     

Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,847,343 4,847,343   4,847,343

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  4,847,343 4,847,343   4,847,343

      

(利益剰余金の部)     

Ⅰ 利益剰余金期首残高   1,962,021 1,887,273   1,962,021

Ⅱ 利益剰余金増加高     

 １ 当期純利益 ― ― ― ― 120,295 120,295

Ⅲ 利益剰余金減少高     

 １ 配当金 ― 52,152 104,307 

 ２ 中間純損失 79,440 85,585 ― 

 ３ 土地再評価差額金取崩額 ― 79,440 ― 137,738 90,736 195,043

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

  1,882,580 1,749,534   1,887,273

      



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

  
  

   
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税金等調整前中間(当期)純
利益又は税金等調整前中間 
純損失(△) 

 8,400 △28,099 308,192

２ 減価償却費  498,012 460,799 1,027,914

３ 退職給付引当金の増加額  9,566 12,433 43,200

４ 貸倒引当金の(減少)額  △6 △8,460 △89,451

５ 受取利息及び受取配当金  △10,198 △8,095 △17,706

６ 賃貸収入  △6,849 △600 △11,989

７ 支払利息  9,014 6,967 17,519

８ 土地売却益  ― ― △341,563

９ 有形固定資産除却損  52,302 33,800 61,108

10 減損損失  ― 75,739 ―

11 貸倒損失  ― 13,617 ―

12 リース解約損  20,168 ― 20,168

13 売上債権の(増加)減少額  11,572 3,633 △859

14 たな卸資産の(増加)減少額  △11,693 △49,879 40,492

15 仕入債務の(減少)額  △60,068 △11,655 △34,406

16 未払消費税等の(減少)額  △13,806 △6,408 △14,462

17 その他流動資産の(増加) 
減少額 

 15,178 △119,233 82,534

18 その他流動負債の増加額  32,444 36,070 52,935

19 敷金及び保証金の減少額  45,383 48,538 298,533

20 預り保証金の増加(減少)額  3,820 ― 1,680

21 その他  2,342 5,754 △128

小計  605,584 464,924 1,443,710

22 利息及び配当金の受取額  10,198 7,759 17,951

23 賃貸収入  6,628 600 10,956

24 利息の支払額  △9,979 △7,448 △18,363

25 法人税等の支払額  △77,311 △74,836 △79,217

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 535,119 390,998 1,375,037



  

  
  

    
前中間連結会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度の 
要約連結キャッシュ・ 
フロー計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 長期性定期預金預入れに 
  よる支出 

 ― △100,000 ―

２ 有形固定資産の取得 
による支出 

 △539,405 △380,646 △822,845

３ 有形固定資産の売却 
による収入 

 426 ― 735,544

４ 無形固定資産の増加 
による支出 

 △5,706 △8,830 △9,023

５ 長期前払費用の増加 
による支出 

 △18,505 △15,143 △36,938

６ 貸付金の貸付による支出  ― △500 ―

７ 貸付金の回収による収入  2,982 3,002 16,128

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △560,208 △502,117 △117,134

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 長期借入金の返済による 
支出 

 △111,360 △137,260 △230,120

２ 長期借入金の借入による 
  収入 

 200,000 ― 200,000

３ 社債の償還による支出  △150,000 △150,000 △300,000

４ 自己株式の取得による支出  △204,131 △210 △204,297

５ 配当金の支払額  ― △52,152 △104,307

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △265,491 △339,623 △638,724

Ⅳ 現金及び現金同等物 
の増加(減少)額 

 △290,580 △450,742 619,178

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 1,742,229 2,361,407 1,742,229

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 1,451,649 1,910,665 2,361,407

    



(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 

  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関す

る事項 

(イ)連結子会社の数 ２社 

 ㈱桃桃、テンワールドト

レーディング㈱ 

(イ)連結子会社の数 ２社 

同左 

(イ)連結子会社の数 ２社 
同左 

２ 持分法の適用に関

する事項 

該当する会社はありませ

ん。 

同左 同左 

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項 

連結子会社の中間決算日は

中間連結決算日と一致して

おります。 

同左 連結子会社の事業年度末日

と連結決算日は一致してお

ります。 

４ 会計処理基準に関

する事項 

      

 (1) 重要な資産の評

価基準及び評価

方法 

(イ)有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間決算末日の市場

価格等に基づく時価

法(評価差額は全部

資本直入法により処

理し、売却原価は移

動平均法により算出

しております) 

(イ)有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

(イ)有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算日の市場価格等

に基づく時価法(評

価差額は全部資本直

入法により処理し、

売却原価は移動平均

法により算出してお

ります) 

  (ロ)たな卸資産 

商品    総平均法によ

る原価法 

店舗食材  総平均法によ

る原価法 

原材料   総平均法によ

る原価法 

貯蔵品   最終仕入原価

法 

(ロ)たな卸資産 

同左 

(ロ)たな卸資産 

同左 

 (2) 重要な減価償却

資産の減価償却

方法 

(イ)有形固定資産の減価償

却方法 

  定率法 

  なお、耐用年数につい

ては、下記のとおりで

あります。 
建物及び
構築物 

８年から47年

その他 ５年から10年

(イ)有形固定資産の減価償

却方法 

同左 

(イ)有形固定資産の減価償

却方法 

同左 

  (ロ)無形固定資産の減価償

却方法 

  定額法 

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法を採用しておりま

す。 

(ロ)無形固定資産の減価償

却方法 

同左 

(ロ)無形固定資産の減価償

却方法 

同左 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (3) 重要な引当金の

計上基準 

(イ)貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を勘案し、回収不能

見込額を計上しており

ます。 

(イ)貸倒引当金 

同左 

(イ)貸倒引当金 

同左 

  (ロ)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務見込額から会計

基準変更時差異未処理

額及び未認識数理計算

上の差異を加減算した

額に基づき、当中間連

結会計期間末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

  なお、新会計基準の適

用に伴う平成12年４月

１日における会計基準

変更時差異(232,628千

円)は、平成12年４月

１日から10年間にわた

り費用処理しておりま

す。 

  数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年

度の発生時における従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(９年)による定額法に

より、按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

  また、退職一時金制度

のほかに、同種企業グ

ループで設立している

総合設立の外食産業ジ

ェフ厚生年金基金に加

入しており、当該年金

基金への拠出額を退職

給付費用として計上し

ております。 

(ロ)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務見込額から会計

基準変更時差異未処理

額及び未認識数理計算

上の差異を加減算した

額に基づき、当中間連

結会計期間末において

発生していると認めら

れる額を計上しており

ます。 

  なお、新会計基準の適

用に伴う平成12年４月

１日における会計基準

変更時差異(232,628千

円)は、平成12年４月

１日から10年間にわた

り費用処理しておりま

す。 

  数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年

度の発生時における従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(５年)による定額法に

より、按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

  また、退職一時金制度

のほかに、同種企業グ

ループで設立している

総合設立の外食産業ジ

ェフ厚生年金基金に加

入しており、当該年金

基金への拠出額を退職

給付費用として計上し

ております。 

(ロ)退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計

年度末における退職給

付債務見込額から会計

基準変更時差異未処理

額及び未認識数理計算

上の差異を加減算した

額を計上しておりま

す。 

  なお、新会計基準の適

用に伴う平成12年４月

１日における会計基準

変更時差異(232,628千

円)は、平成12年４月

１日から10年間にわた

り費用処理しておりま

す。 

  数理計算上の差異につ

いては、各連結会計年

度の発生時における従

業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数

(９年)による定額法に

より、按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理す

ることとしておりま

す。 

  また、退職一時金制度

のほかに、同種企業グ

ループで設立している

総合設立の外食産業ジ

ェフ厚生年金基金に加

入しており、当該年金

基金への拠出額を退職

給付費用として計上し

ております。 



  

  

項目 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 (4) 重要なリース取

引の処理方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については通常の

賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっており

ます。 

同左 同左 

 (5) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

事項 

(イ)消費税等の会計処理 

  税抜方式によっており

ます。 

(イ)消費税等の会計処理 

同左 

(イ)消費税等の会計処理 

同左 

  (ロ)連結納税制度の適用 

  連結納税制度を適用し

ております。 

(ロ)連結納税制度の適用 

同左 

(ロ)連結納税制度の適用 

同左 

５ 中間連結キャッシ

ュ・フロー計算書

( 連結キャッシ

ュ・フロー計算

書)における資金

の範囲 

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現

金および現金同等物)は、

手許現金、随時引き出し可

能な預金および容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動については僅少なリス

クしか負わない取得日から

３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなって

おります。 

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金お

よび現金同等物)は、手許

現金、随時引き出し可能な

預金および容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動

については僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ

月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっており

ます。 



会計処理の変更 

  

  

  

追加情報 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― (固定資産の減損に係わる会計基準) 

 当中間連結会計期間から「固定資

産の減損に係わる会計基準」(「固

定資産の減損に係わる会計基準の設

定に関する意見書」(企業会計審議

会 平成14年８月９日))及び「固定

資産の減損に係わる会計基準の摘要

指針」(企業会計基準委員会 平成

15年10月31日 企業会計基準適用指

針第６号)を適用しております。 

 これにより税金等調整前中間純損

失が75,739千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき当該各資産の金額から直接

控除しております。 

――――― 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」(平成16年２月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号)に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割32,000千円を

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

――――― 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割67,000千円を販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

  
  

前中間連結会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日) 

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

11,719,244千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,151,910千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,118,288千円 

※２ 担保提供資産 

   長期借入金(一年以内に返済

予定の長期借入金252,320千

円を含む)494,720千円および

銀行保証付無担保私募債(一

年以内に償還予定の私募債

300,000 千 円 を 含 む )

1,350,000千円に対して下記

の資産を担保に供しておりま

す。 

  投資有価証券 41,300千円

  建物 63,584 

  土地 638,660 

  
敷金及び 
保証金 

1,142,350 

  計 1,885,895 

※２ 担保提供資産 

   長期借入金(一年以内に返済

予定の長期借入金116,400千

円を含む)238,700千円および

銀行保証付無担保私募債(一

年以内に償還予定の私募債

300,000 千 円 を 含 む )

1,050,000千円に対して下記

の資産を担保に供しておりま

す。 

  投資有価証券 849,018千円

  建物 61,176

  土地 245,103

  
敷金及び
保証金 

1,142,350

  計 2,297,648

※２ 担保提供資産 

   長期借入金(一年以内に返済

予定の長期借入金227,760千

円を含む)375,960千円および

銀行保証付無担保私募債(一

年以内に償還予定の私募債

300,000 千 円 を 含 む )

1,200,000千円に対して下記

の資産を担保に供しておりま

す。 

投資有価証券 633,439千円

建物 62,356 

土地 245,103 

敷金及び
保証金 

1,142,350 

計 2,083,249 



(中間連結損益計算書関係) 

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  
貸倒引当金 
繰入額 

9千円

  人件費 3,563,765 〃 
  退職給付費用 92,720 〃 
  地代家賃 1,505,515 〃 
  事業税等 45,940 〃 
  減価償却費 493,856 〃 
  研究開発費 5,514 〃 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  
貸倒引当金
繰入額 

193千円

  人件費 3,614,748 〃 

  退職給付費用 76,866 〃 

  地代家賃 1,500,534 〃 

  事業税等 46,378 〃 

  減価償却費 457,159 〃 

  研究開発費 6,471 〃 

※１ 販売費及び一般管理費の主な

もの 

  
貸倒引当金
繰入額 

―千円

  人件費 7,091,641 〃 

  退職給付費用 185,016 〃 

  地代家賃 3,001,478 〃 

  事業税等 93,940 〃 

  減価償却費 1,019,440 〃 

  研究開発費 11,885 〃 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 
  建物付属設備 43,009千円
  機械及び装置 3,472 〃 
  工具器具備品 5,819 〃 
  計 52,302 〃 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 
  建物付属設備 19,218千円
  構築物 927 〃 
  機械及び装置 7,878 〃 
  工具器具備品 5,775 〃 
  計 33,800 〃 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 
  建物付属設備 47,680千円
  機械及び装置 6,286 〃 
  工具器具備品 7,141 〃 
  計 61,108 〃 

――――― ※３ 特別損失その他の内訳は次の

とおりであります。 

  貸倒損失 13,617千円

  その他 5,251千円

  計 18,869千円

※３ 特別損失その他の内訳は次の

とおりであります。 

  
貸倒引当金
繰入額 

5,500千円

  その他 14,286千円

  計 19,786千円

――――― ※４ 減損損失 

   当社グループは、当中間連結

会計期間において75,739千円

の減損損失を計上しており、

その内容は以下のとおりであ

ります。 

   当社は、資産のグルーピング

はキャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、店舗別

に行っております。 

   減損対象とした店舗は、不採

算が続いており、今後の収益

回復の可能性が低いため、回

収可能価額まで減額し、当期

減少額を減損損失として計上

しております。 

   なお、当該資産グループの回

収可能価額は、使用価値によ

り測定しており、将来キャッ

シュ・フローを3.0%で割り引

いて算定しております。 

用途 種類 金額 場所 

店舗 

８店舗 

建物及び

構築物 

53,090
千円 

東京都 

千代田 

  機械装置 
6,880千

円 
区他 

  
工具器具

備品 

5,600千
円 
  

  
リース資

産 

6,945千
円 
  

  
電話加入

権等 

3,222千
円 
  

――――― 



(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

  

  現金及び預金勘定 1,451,649千円

  
現金及び 
現金同等物 

1,451,649 

１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係 

  

  現金及び預金勘定 1,910,665千円

  
現金及び 
現金同等物 

1,910,665 

１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係 

  

  現金及び預金勘定 2,361,407千円

  
現金及び
現金同等物 

2,361,407 



(リース取引関係) 

  

  

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

    工具器具備品

  取得価額相当額 828,899千円

  減価償却累計額
相当額 

498,219千円

  
中間期末残高 
相当額 

330,679千円

    工具器具備品

  取得価額相当額 677,578千円

  減価償却累計額
相当額 

437,598千円

  減損損失累計額
相当額 

6,945千円

  
中間期末残高
相当額 

233,034千円

    工具器具備品

  取得価額相当額 677,509千円

  減価償却累計額
相当額 

373,363千円

  期末残高相当額 304,146千円

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。 

 (注)    同左  (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法によっておりま

す。 

  １年以内 131,765千円

  １年超 198,913千円

  合計 330,679千円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

 (注)    同左 

  １年以内 131,574千円

  １年超 108,405千円

  合計 239,979千円

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

  

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

末残高に占める割合が低い

ため、支払利子込み法によ

っております。 

１年以内 133,013千円

１年超 171,132千円

合計 304,146千円

  リース資産減損勘定中間期末残高 

5,176千円 

  

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

(3) 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額及び減損損失 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

  支払リース料 83,708千円

  減価償却費相当額 83,708千円

  支払リース料 66,749千円

  
リース資産減損勘
定の取崩額 

1,769千円

  減価償却費相当額 66,749千円

  減損損失 6,945千円

支払リース料 152,482千円

減価償却費相当額 152,482千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



  
(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)(平成16年９月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

(当中間連結会計期間末)(平成17年９月30日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

(前連結会計年度末)(平成17年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

  

区分 
取得原価
(千円) 

中間連結貸借
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

株式 152,860 677,930 525,069

合計 152,860 677,930 525,069

区分 
取得原価
(千円) 

中間連結貸借
対照表計上額(千円) 

差額 
(千円) 

株式 152,860 1,009,209 856,348

合計 152,860 1,009,209 856,348

区分 
取得原価
(千円) 

連結貸借対照表計上額
(千円) 

差額 
(千円) 

株式 152,860 763,968 611,107

合計 152,860 763,968 611,107



(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社グループは、デリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

  

  



(セグメント情報) 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日)、当中間連結会計期間(自 平成17年４月１

日 至 平成17年９月30日)、前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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の該当はありません。 

  

【所在地別セグメント情報】 

該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

(注) １ 前中間連結会計期間および当中間連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、１株当たり中

間純損失が計上されているため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益又は中間純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  

項目 
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 460.09円 464.3円 465.71円 

１株当たり 
当期純利益又は 

中間純損失(△) 

△3.02円 △3.28円 4.59円 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

― ― 4.59円 

  
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当期純利益または 

中間純損失(△) 
△79,440千円 △85,585千円 120,295千円 

普通株主に帰属しない金額 ― ― ― 

普通株式に係る当期純利益 
または中間純損失(△) 

△79,440千円 △85,585千円 120,295千円

普通株式の期中平均株式数 26,326,902株 26,076,132株 26,201,752株 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

 普通株式に対する新

株予約権(新株予約権

の数1,880個)及び普通

株式に対する新株引受

権(旧商法第280条の19

の規定に基づく新株引

受権で新株引受権の目

的となる株式の数 

558,000株)。 

 これらの詳細は「新

株予約権等の状況」に

記載の通り。 

 普通株式に対する新

株予約権(新株予約権

の数2,400個)及び普通

株式に対する新株引受

権(旧商法第280条の19

の規定に基づく新株引

受権で新株引受権の目

的となる株式の数 

522,000株)。 

 これらの詳細は「新

株予約権等の状況」に

記載の通り。 

普通株式に対する新株

予約権 

株主総会特別決議日 

  

普通株式に対する新株

引受権 

(旧商法第280条の19の

規定に基づく新株引受

権) 

株主総会特別決議日 

平成14年 
６月26日 

380個

平成16年 
６月25日 

620個

平成12年 
６月27日 

479,000株

平成13年 
６月26日 

59,000株



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(資産の部)          

Ⅰ 流動資産          

１ 現金及び預金    1,365,372 1,846,631   2,259,782 

２ 売掛金    90,187 99,340   105,432 

３ たな卸資産    198,984 211,214   164,949 

４ 繰延税金資産    45,959 403,659   423,659 

５ その他    768,841 669,167   526,977 

  貸倒引当金    △1,003 ―   △860 

流動資産合計    2,468,342 15.3 3,230,013 19.8   3,479,942 21.2

Ⅱ 固定資産          

１ 有形固定資産 ※１ 
※２        

(1) 建物付属設備   3,989,606   3,715,408 3,824,214   

(2) 土地   727,778   334,222 334,222   

(3) その他   1,201,098 5,918,483 36.7 1,206,745 5,256,376 32.3 1,205,094 5,363,530 32.7

２ 無形固定資産          

(1) ソフトウェア   88,556   58,754 69,233   

(2) その他   68,974 157,531 1.0 65,515 124,270 0.8 68,849 138,082 0.9

３ 投資その他の資産          

(1) 投資有価証券 ※２ 677,930   1,009,209 763,968   

(2) 敷金及び保証金 ※２ 6,324,498   6,176,227 6,256,911   

(3) 繰延税金資産   188,463   ― ―   

(4) 再評価に係る 
  繰延税金資産   65,576   ― 3,326   

(5) その他   434,880   499,887 402,434   

貸倒引当金   △113,207 7,578,142 47.0 △15,760 7,669,564 47.1 △23,933 7,402,707 45.2

固定資産合計    13,654,156 84.7 13,050,211 80.2   12,904,320 78.8

資産合計    16,122,499 100.0 16,280,224 100.0   16,384,263 100.0

           



  

    前中間会計期間末 

(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 構成比

(％) 金額(千円)
構成比
(％) 金額(千円) 構成比

(％) 

(負債の部)          

Ⅰ 流動負債          

１ 買掛金    569,730 600,442   595,800 

２ 一年以内に返済予定 
  の長期借入金 ※２  252,320 116,400   227,760 

３ 一年以内に償還予定 
  の社債 ※２  300,000 300,000   300,000 

４ 未払法人税等    67,000 69,000   140,000 

５ 未払事業所税    14,000 14,000   27,000 

６ その他 ※３  879,304 1,058,206   903,525 

流動負債合計    2,082,355 12.9 2,158,048 13.3   2,194,086 13.4

Ⅱ 固定負債          

１ 社債 ※２  1,050,000 750,000   900,000 

２ 長期借入金 ※２  242,400 122,300   148,200 

３ 退職給付引当金    626,498 672,565   660,132 

４ 繰延税金負債    ― 324,034   224,245 

５ 再評価に係る 
  繰延税金負債    ― 41,226   ― 

６ その他    35,024 29,299   31,809 

固定負債合計    1,953,923 12.1 1,939,425 11.9   1,964,387 12.0

負債合計    4,036,278 25.0 4,097,474 25.2   4,158,473 25.4

(資本の部)          

Ⅰ 資本金    5,257,201 32.6 5,257,201 32.3   5,257,201 32.1

Ⅱ 資本剰余金          

１ 資本準備金   4,847,343   4,847,343 4,847,343   

資本剰余金合計    4,847,343 30.1 4,847,343 29.8   4,847,343 29.6

Ⅲ 利益剰余金          

１ 利益準備金   386,766   386,766 386,766   

２ 任意積立金   1,563,500   1,413,500 1,563,500   

３ 中間(当期)未処分 
  利益   20,700   24,941 18,670   

利益剰余金合計    1,970,966 12.2 1,825,207 11.2   1,968,936 12.0

Ⅳ 土地再評価差額金    △95,584 △0.5 △49,400 △0.3   △4,848 △0.0

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金    311,418 1.9 507,900 3.1   362,447 2.2

Ⅵ 自己株式    △205,125 △1.3 △205,501 △1.3   △205,291 △1.3

資本合計    12,086,220 75.0 12,182,750 74.8   12,225,790 74.6

負債資本合計    16,122,499 100.0 16,280,224 100.0   16,384,263 100.0

           



② 【中間損益計算書】 

  

  

    
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
要約損益計算書 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

区分 注記 
番号 金額(千円) 百分比

(％) 金額(千円)
百分比
(％) 金額(千円) 百分比

(％) 

Ⅰ 売上高    10,698,721 100.0 10,646,362 100.0   21,067,439 100.0

Ⅱ 売上原価    3,175,366 29.7 3,240,169 30.4   6,353,829 30.2

売上総利益    7,523,354 70.3 7,406,192 69.6   14,713,610 69.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費    7,416,436 69.3 7,314,628 68.7   14,708,934 69.8

営業利益    106,918 1.0 91,563 0.9   4,676 0.0

Ⅳ 営業外収益 ※１  47,276 0.4 46,654 0.4   88,929 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  15,394 0.1 11,339 0.1   30,164 0.1

経常利益    138,800 1.3 126,878 1.2   63,440 0.3

Ⅵ 特別利益    ― ― 9,616 0.1   399,175 1.9

Ⅶ 特別損失 ※3.4  144,023 1.4 175,791 1.7   177,587 0.8

税引前当期純利益又
は税引前中間純損失
(△) 

   △5,222 △0.1 △39,296 △0.4   285,028 1.4

法人税、住民税 
及び事業税   30,942   32,279 65,929   

法人税等調整額   50,000 80,942 0.7 20,000 52,279 0.5 112,250 178,180 0.9

当期純利益又は中間
純損失(△)    △86,164 △0.8 △91,576 △0.9   106,848 0.5

前期繰越利益    106,865 116,517   106,865 

中間配当額    ― ―   104,307 

土地再評価差額金取
崩額    ― ―   90,736 

中間(当期)未処分利
益    20,700 24,941   18,670 

           



(中間財務諸表作成の基本となる重要な事項) 

  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 資産の評価基準及

び評価方法 

      

 (1) 有価証券の評価

基準及び評価方

法 

① 子会社及び関連会社株

式 

  移動平均法による原価

法 

② その他有価証券 

  時価のあるもの 

  中間決算末日の市場価

格等に基づく時価法

(評価差額は全部資本

直入法により処理し、

売却原価は移動平均法

により算出しておりま

す) 

① 子会社及び関連会社株

式 

同左 

  

② その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

  

① 子会社株式及び関連会

社株式 

  移動平均法による原価

法 

② その他有価証券 

  時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差

額は、全部資本直入法

により処理し、売却原

価は移動平均法により

算出しております) 

 (2) たな卸資産の評

価基準及び評価

方法 

商品   総平均法による

原価法 

店舗食材 総平均法による

原価法 

原材料  総平均法による

原価法 

貯蔵品  最終仕入原価法 

同左 同左 

２ 固定資産の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

  なお、耐用年数につい

ては、下記のとおりで

あります。 

建物付属
設備 

８年から15年

その他 ５年から47年

(1) 有形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法 

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、

社内における利用可能

期間(５年)に基づく定

額法を採用しておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般

債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能

性を勘案し、回収不能

見込額を計上しており

ます。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 



  

  

  
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

  (2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務見込額から会計基準

変更時差異未処理額及

び未認識数理計算上の

差異を加減算した額に

基づき、当中間会計期

間末において発生して

いると認められる額を

計上しております。 

  なお、新会計基準の適

用に伴う平成12年４月

１日における会計基準

変更時差異(232,628千

円)は、平成12年４月

１日から10年間にわた

り費用処理しておりま

す。 

  数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(９年)

による定額法により、

按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から

費用処理することとし

ております。 

  また、退職一時金制度

のほかに、同種企業グ

ループで設立している

総合設立の外食産業ジ

ェフ厚生年金基金に加

入しており、当該年金

基金への拠出額を退職

給付費用として計上し

ております。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務見込額から会計基準

変更時差異未処理額及

び未認識数理計算上の

差異を加減算した額に

基づき、当中間会計期

間末において発生して

いると認められる額を

計上しております。 

  なお、新会計基準の適

用に伴う平成12年４月

１日における会計基準

変更時差異(232,628千

円)は、平成12年４月

１日から10年間にわた

り費用処理しておりま

す。 

  数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(５年)

による定額法により、

按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から

費用処理することとし

ております。 

  また、退職一時金制度

のほかに、同種企業グ

ループで設立している

総合設立の外食産業ジ

ェフ厚生年金基金に加

入しており、当該年金

基金への拠出額を退職

給付費用として計上し

ております。 

(2) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務見込額から会計基準

変更時差異未処理額及

び未認識数理計算上の

差異を加減算した額を

計上しております。 

  なお、新会計基準の適

用に伴う平成12年４月

１日における会計基準

変更時差異(232,628千

円)は、平成12年４月

１日から10年間にわた

り費用処理しておりま

す。 

  数理計算上の差異につ

いては、各事業年度の

発生時における従業員

の平均残存勤務期間以

内の一定の年数(９年)

による定額法により、

按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から

費用処理することとし

ております。 

  また、退職一時金制度

のほかに、同種企業グ

ループで設立している

総合設立の外食産業ジ

ェフ厚生年金基金に加

入しており、当該年金

基金への拠出額を退職

給付費用として計上し

ております。 

４ リース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。 

同左 同左 

５ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項 

(イ)消費税等の会計処理 

  税抜方式によっており

ます。 

(イ)消費税等の会計処理 

同左 

(イ)消費税等の会計処理 

同左 

(ニ)連結納税制度の適用 

  連結納税制度を適用し

ております。 

(ニ)連結納税制度の適用 

同左 

(ニ)連結納税制度の適用 

同左 



  

会計処理の変更 

  

  

追加情報 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

――――― (固定資産の減損に係わる会計基準) 

 当中間会計期間から「固定資産の

減損に係わる会計基準」(「固定資

産の減損に係わる会計基準の設定に

関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日))及び「固定資産

の減損に係わる会計基準の摘要指

針」(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針

第６号)を適用しております。 

 これにより税引前中間純損失が

75,739千円増加しております。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

基づき当該各資産の金額から直接控

除しております。 

――――― 

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」(平成16年２月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号)に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割32,000千円を販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

――――― 「地方税法等の一部を改正する法

律」(平成15年法律第９号)が平成15

年３月31日に公布され、平成16年４

月１日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」(平成16年２月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号)に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割67,000千円を販売費及び

一般管理費に計上しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

  

前中間会計期間末 
(平成16年９月30日) 

当中間会計期間末
(平成17年９月30日) 

前事業年度末 
(平成17年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

11,598,448千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

12,028,254千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額 

11,994,525千円 

※２ 担保提供資産 

   長期借入金(一年以内に返済

予定の長期借入金252,320千

円を含む)494,720千円および

銀行保証付無担保私募債(一

年以内に償還予定の私募債

300,000 千 円 を 含 む )

1,350,000千円に対して下記

の資産を担保に供しておりま

す。 

  投資有価証券 41,300千円

  建物 63,584 

  土地 638,660 

  
敷金及び 
保証金 

1,142,350 

  計 1,885,895 

※２ 担保提供資産 

   長期借入金(一年以内に返済

予定の長期借入金116,400千

円を含む)238,700千円および

銀行保証付無担保私募債(一

年以内に償還予定の私募債

300,000 千 円 を 含 む )

1,050,000千円に対して下記

の資産を担保に供しておりま

す。 

  投資有価証券 849,018千円

  建物 61,176

  土地 245,103

  
敷金及び
保証金 

1,142,350

  計 2,297,648

※２ 担保提供資産 

   長期借入金(一年以内に返済

予定の長期借入金227,760千

円を含む)375,960千円および

銀行保証付無担保私募債(一

年以内に償還予定の私募債

300,000 千 円 を 含 む )

1,200,000千円に対して下記

の資産を担保に供しておりま

す。 

投資有価証券 633,439千円

建物 62,356 

土地 245,103 

敷金及び
保証金 

1,142,350 

計 2,083,249 

※３ 流動負債のその他 

   その他には仮払消費税等相殺

後の仮受消費税等を含んでお

ります。 

※３ 流動負債のその他 

同左 

※３ 流動負債のその他 

同左 



(中間損益計算書関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

※１ 営業外収益の主要項目 

  受取利息 6,006千円
  受取配当金 6,619 〃 

  
固定資産負担
金 

11,461 〃 

※１ 営業外収益の主要項目 

  受取利息 2,998千円
  受取配当金 7,246 〃 

  
固定資産負担
金 

16,728 〃 

※１ 営業外収益の主要項目 

  受取利息 15,428千円
  受取配当金 6,970 〃 

  
固定資産負担
金 

21,108 〃 

※２ 営業外費用の主要項目 

  支払利息 8,998千円

※２ 営業外費用の主要項目 

  支払利息 6,953千円

※２ 営業外費用の主要項目 

  支払利息 17,472千円

※３ 特別損失の主要項目 

  
固定資産除却
損 

52,186千円

  支払和解金 47,125 〃 

  
店舗閉店諸費
用 

21,066 〃 

  リース解約損 20,168 〃 

  
リニューアル
費用 

3,477 〃 

※３ 特別損失の主要項目 

  
固定資産除却
損 

33,243千円

  減損損失 75,739 〃 

  
リニューアル
費用 

22,182 〃 

  社葬関連費用 25,756 〃 

※３特別損失の主要項目 

  
固定資産除却
損 

60,931千円

  支払和解金 47,125 〃 

  
店舗閉店諸費
用 

21,066 〃 

  リース解約損 20,168 〃 

  
リニューアル
費用 

8,510 〃 

――――― ※４ 減損損失 

   当社は、当中間会計期間にお

いて75,739千円の減損損失を

計上しており、その内容は以

下のとおりであります。 

   当社は、資産のグルーピング

はキャッシュ・フローを生み

出す最小単位として、店舗別

に行っております。 

   減損対象とした店舗は、不採

算が続いており、今後の収益

回復の可能性が低いため、回

収可能価額まで減額し、当期

減少額を減損損失として計上

しております。 

   なお、当該資産グループの回

収可能価額は、使用価値によ

り測定しており、将来キャッ

シュ・フローを3.0%で割り引

いて算定しております。 

用途 種類 金額 場所 

店舗 

８店舗 

建物及び

構築物 

53,090
千円 

東京都 

千代田 

  機械装置 
6,880千

円 
区他 

  
工具器具

備品 

5,600千
円 
  

  
リース資

産 

6,945千
円 
  

  
電話加入

権等 

3,222千
円 
  

――――― 

 ４ 減価償却実施額 

  有形固定資産 445,091千円
  無形固定資産 49,802 〃 

 ５ 減価償却実施額 

  有形固定資産 421,245千円
  無形固定資産 35,692 〃 

 ４ 減価償却実施額 

  有形固定資産 934,017千円
  無形固定資産 85,422 〃 



(リース取引関係) 

  

  

前中間会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引 

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

    工具器具備品

  取得価額相当額 828,899千円

  
減価償却累計額
相当額 

498,219千円

  
中間期末残高 
相当額 

330,679千円

    工具器具備品

  取得価額相当額 677,578千円

  
減価償却累計額
相当額 

437,598千円

  
減損損失累計額
相当額 

6,945千円

  
中間期末残高
相当額 

233,034千円

工具器具備品

取得価額相当額 677,509千円

減価償却累計額
相当額 

373,363千円

期末残高
相当額 

304,146千円

(注) 取得価額相当額は未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子

込み法により算定しておりま

す。 

(注)     同左 (注) 取得価額相当額は未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産

の期末残高等に占める割合が

低いため支払利子込み法によ

り算定しております。 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額 

  １年以内 131,765千円

  １年超 198,913千円

  合計 330,679千円

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高 

  未経過リース料中間期末残高相

当額 

  １年以内 131,574千円

  １年超 108,405千円

  合計 239,979千円

② 未経過リース料期末残高相当額 

  

１年以内 133,013千円

１年超 171,132千円

合計 304,146千円

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(注)     同左 (注) 未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。 

  リース資産減損勘定中間期末残高 

    5,176千円

  

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額及び減価償却費相

当額 

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額 

  支払リース料 83,708千円

  減価償却費相当額 83,708千円

  支払リース料 66,749千円

  
リース資産減損勘
定の取崩額 

1,769千円

  減価償却費相当額 66,749千円

  減損損失 6,945千円

支払リース料 152,482千円

減価償却費相当額 152,482千円

④ 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



    
(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成16年９月30日)、当中間会計期間末(平成17年９月30日)及び前事業年度末(平成17年３月31

日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

(１株当たり情報) 

  

(注) １ 前中間会計期間および当中間会計期間の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、１株当たり中間純損失

が計上されているため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益又は中間純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

  

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１株当たり純資産額 463.49円 467.20円 468.85円 

１株当たり 
当期純利益または 

中間純損失(△) 

△3.27円 △3.51円 4.08円 

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

― ― 4.08円 

  
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日)

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日)

当期純利益または 

中間純損失(△) 
△86,164千円 △91,576千円 106,848千円 

普通株主に帰属しない金額 ― ― ― 

普通株式に係る当期純利益 
または中間純損失(△) 

△86,164千円 △91,576千円 106,848千円

普通株式の期中平均株式数 26,326,902株 26,076,132株 26,201,752株 

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間(当期)純利

益の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

 普通株式に対する新

株予約権(新株予約権

の数1,880個)及び普通

株式に対する新株引受

権(旧商法第280条の19

の規定に基づく新株引

受権で新株引受権の目

的となる株式の数 

558,000株)。 

 これらの詳細は「新

株予約権等の状況」に

て記載の通り。 

 普通株式に対する新

株予約権(新株予約権

の数2,400個)及び普通

株式に対する新株引受

権(旧商法第280条の19

の規定に基づく新株引

受権で新株引受権の目

的となる株式の数 

522,000株)。 

 これらの詳細は「新

株予約権等の状況」に

て記載の通り。 

普通株式に対する新株

予約権 

株主総会特別決議日 

普通株式に対する新株

引受権 

(旧商法第280条の19の

規定に基づく新株引受

権) 

株主総会特別決議日 

平成14年 
６月26日 

380個

平成16年 
６月25日 

620個

平成12年 
６月27日 

479,000株

平成13年 
６月26日 

59,000株



  

(2) 【その他】 

第37期(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)中間配当については平成17年11月25日開催の取締役会にお

いて、次のとおり中間配当を行なうことを決議いたしました。 

  

中間配当金総額 104百万円

１株当たりの額 ４円



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第36期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。 

(2) 自己株券買付状況 
報告書 

      

平成17年４月22日、 
平成17年５月24日、 
平成17年６月13日、 
平成17年７月13日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成16年12月15日

テ ン ア ラ イ ド 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているテンアライド株式会

社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係

る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間連

結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、テンアライド株式会社及び連結子会社の平成16年9月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成16

年4月1日から平成16年9月30日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 五十嵐 則 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 仲 澤 孝 宏 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

テ ン ア ラ イ ド 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているテンアライド株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９

月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、テンアライド株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間連結会計期間から

固定資産の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この基準により中間連結財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  五十嵐 則 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  仲 澤 孝 宏 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成16年12月15日

テ ン ア ラ イ ド 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているテンアライド株式会

社の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第36期事業年度の中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日まで）に係る

中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、テンア

ライド株式会社の平成16年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成16年4月1日から平成16年9月30日ま

で）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 五十嵐 則 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 仲 澤 孝 宏 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月１４日

テ ン ア ラ イ ド 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているテンアライド株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表

の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、テンア

ライド株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の会計処理の変更に記載されているとおり、会社は当中間会計期間から固定資産

の減損に係る会計基準が適用されることとなるため、この基準により中間財務諸表を作成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  五十嵐 則 夫 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士  仲 澤 孝 宏 
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