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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】

連結経営指標等

　

回次
第40期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第39期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　６月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (千円) 4,963,74119,733,955

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △9,691 83,330

当期純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) △44,683 77,034

純資産額 (千円) 9,897,9139,930,341

総資産額 (千円) 14,309,44114,334,280

１株当たり純資産額 (円) 379.23 380.51

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △1.71 2.95

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 69.1 69.2

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 260,6611,667,281

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △209,964△555,593

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △125,943△740,961

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 3,237,0163,312,263

従業員数 (名) 457 438

(注) １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第39期の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益」については、潜在株式は存在しますが希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため、第40期の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」については、潜在株式

は存在しますが、１株当たり四半期純損失のため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期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】

当第１四半期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) 連結会社における状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名)
　457
(3,542)

(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、臨時従業員の当第１四半期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20年６月30日現在

従業員数(名)
　450
(3,508)

(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、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員であります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品名
数量
単位

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

数量 金額(千円)

生そば (人前) 326,790 13,301

つくね (人前) 151,710 5,691

豆乳
(リッ
トル)

121,742 13,145

ぎょうざ (人前) 94,090 5,402

ひれかつ (人前) 218,729 8,957

鶏唐 (人前) 132,525 11,689

牛肉コロッケ (人前) 23,284 2,168

各種アイスクリーム ― ─ 8,891

各種ドレッシング・
ソース

― ─ 10,987

その他 ― ─ 133,062

合計 ― ─ 213,298

(注) １　金額は当社の製造原価によっております。
２　上記は当社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、消費税等は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

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の品目ごとに示すと、次のとおりであります。

品目

当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

金額(千円)

料理類 2,944,095

飲物類 2,017,712

たばこ 1,934

合計 4,963,741

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期における我が国経済は、原油価格の高騰や原材料価格の値上げ、サブプライムローン問題

に端を発した金融市場の不安定化、円高等の影響により景気は減速傾向の状態で経過いたしました。

外食産業界におきましても、ガソリン価格や食料品、一般消費財の値上がり等に加えて、景気の先行き

不透明感が加わり、個人消費が低迷する中、更に食品偽装問題等の食品に対する不信感からお客様離れが

生じ、一層厳しい状況となっております。

こうした中、当社はお客様に合ったメニュー開発・サービス向上に注力し、安全性・健康志向等の一層

のこだわりを追求したマーチャンダイジングを図ってまいりました。

その一方で、「テング酒場」の新業態の立ち上げを行い、新規出店として「テング酒場」稲毛東口店

（千葉県千葉市）を、また、「くわい家」業態の新しいタイプとして「SAKE　BAR　＆　お魚DINING　くわい

家」銀座店と、２店舗を出店し、売上確保に努めました。

その結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、既存店ベース売上高で前年同期間比99.4％、お客様数

は前年同期間比100.1％とほぼ前年同期間と同水準の実績を維持することができましたが、全体の売上高

は、49億63百万円（前年同期間比98.5％）にとどまりました。

利益につきましては、原価率の圧縮が１ポイント図れたものの、人件費の上昇や諸経費増が影響し、そ

れらを吸収できる売上確保に至らなかったため、営業損失が８百万円（前年同期間比37百万円減益）、経

常損失９百万円（前年同期間比27百万円減益）、四半期純損失44百万円（前年同期間比51百万円減益）

となりました。

　

(2) 財政状態の分析

総資産につきましては、前連結会計年度末に比べて24百万円減少し、143億９百万円となりました。これ

は、リース資産を新たに計上したこと等により有形固定資産が１億85百万円増加したものの、現金及び預

金が75百万円、棚卸資産が48百万円、その他流動資産が48百万円、無形固定資産が９百万円、投資その他の

資産が14百万円それぞれ減少したことによるものであります。

負債につきましては、リース債務の新たな計上等により前連結会計年度末に比べて７百万円増加し、44

億11百万円となりました。

純資産につきましては、四半期純損失44百万円の計上等により前連結会計年度末に比べて32百万円減

少し、98億97百万円となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・

フローが２億60百万円増加、投資活動によるキャッシュ・フローが２億９百万円減少、財務活動による

キャッシュ・フローが１億25百万円減少となりました結果、前連結会計年度末に比べ75百万円減少し32

億37百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は、２億60百万円となりました。これは主に減価償却費２億19百万円によ

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、２億９百万円となりました。これは主に新規出店に伴う有形固定資産

の取得による支出２億１百万円によるものであります。

　

(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、１億25百万円となりました。これは主に長期借入金の返済１億11百万

円によるものであります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結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。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は７百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期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

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設等につい

て、重要な変更はありません。

また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。

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、当第１

四半期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 取得価額(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)

くわい家銀座店他
129 平成20年４月～５月 179

(既存店改修等)

三郷店他
13 平成20年４月～６月 △16

合計 142 ― 163
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 84,712,800

計 84,712,800

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 26,579,52726,579,527
東京証券取引所
(市場第一部)

株主としての権利内容に制限の
ない、標準となる株式

計 26,579,52726,579,527― ―
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(2) 【新株予約権等の状況】

①新株予約権

会社法第236条、第238条、第239条及び第361条に基づき発行した新株予約権は、次のとおりでありま

す。

　

株主総会の特別決議日(平成19年６月27日)

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 500(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 50,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 20,500,000(注)２

新株予約権の行使期間 平成22年４月１日～平成28年６月27日

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(円)

発行価格　　410
資本組入額　205

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の一部行使はできないものとする。
②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。 

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注)３

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　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。

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

３　組織再編成時の取扱い

　　当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換または移転（以上を総

称して以下、「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生の直前において残存

する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につ

き、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編対象会社」という。）の新株予

約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再

編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約

権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約または株式移転

計画において定めた場合に限るものとする。

　　ⅰ交付する再編対象会社の新株予約権の数

　　　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

　　ⅱ新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　　　再編対象会社の普通株式とする。

　　ⅲ新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

　　　組織再編行為の条件等を勘案の上、前記ｉに準じて決定する。
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　　ⅳ新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、前記ⅱ

で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に前記ⅲに従って決定される当該新株予約権の

目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる額とする。

　　ⅴ新株予約権を行使することができる期間

　　前記ⅲに定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれ

かの遅い日から、上記ⅲに定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

　　ⅵ新株予約権の行使により株式を発行する場合における資本金及び資本準備金に関する事項

　　　前記ⅳに準じて決定する。

　　ⅶ譲渡による新株予約権の取得の制限

　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
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株主総会の特別決議日(平成18年６月28日)

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 970(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 97,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 47,530,000(注)２

新株予約権の行使期間 平成21年４月１日～平成27年６月28日

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(円)

発行価格　　490
資本組入額　245

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の一部行使はできないものとする。
②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。 

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　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。

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
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平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第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。

株主総会の特別決議日(平成17年６月28日)

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 550(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 55,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 26,675,000(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

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(円)

発行価格　　485
資本組入額　243

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の一部行使はできないものとする。
②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。 

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　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。

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

　

EDINET提出書類

テンアライド株式会社(E03108)

四半期報告書

12/31



　

株主総会の特別決議日(平成16年６月25日)

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 480(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 48,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 19,968,000(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

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(円)

発行価格　　416
資本組入額　208

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の一部行使はできないものとする。
②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。 

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　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。

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
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株主総会の特別決議日(平成15年６月26日)

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 530(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 53,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 21,147,000(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

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(円)

発行価格　　399
資本組入額　200

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の一部行使はできないものとする。
②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。 

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　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。

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
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株主総会の特別決議日(平成14年６月26日)

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数(個) 280(注)１

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 28,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 12,152,000(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

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(円)

発行価格　　434
資本組入額　217

新株予約権の行使の条件

①新株予約権の一部行使はできないものとする。
②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。 

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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―

(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。

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

　　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。

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
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②新株引受権

旧商法第280条ノ19の規定に基づき発行した新株引受権(ストックオプション)は、次のとおりであり

ます。

株主総会の特別決議日(平成13年６月26日)

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 47,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 19,458,000

新株予約権の行使期間 平成16年４月１日～平成22年６月26日

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(円)

発行価格　　414
資本組入額　207

新株予約権の行使の条件

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。
 

新株予約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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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株主総会の特別決議日(平成12年６月27日)

第１四半期会計期間末現在
(平成20年６月30日)

新株予約権の数 ─

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株) 379,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 167,518,000

新株予約権の行使期間 平成15年４月１日～平成21年６月27日

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(円)

発行価格　　442
資本組入額　221

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。
 

新株予約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。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

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20年６月30日 ─ 26,579,527 ─ 5,257,201 ─ 1,320,000

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在

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 495,900

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

26,042,400
260,424 同上

単元未満株式 普通株式 41,227 ― 同上

発行済株式総数 26,579,527― ―

総株主の議決権 ― 260,424 ―

(注) １　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,800株(議決権の数88個)含

まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式97株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

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)

495,900─ 495,900 1.87

計 ― 495,900─ 495,900 1.87
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 349 346 339

最低(円) 335 320 322

(注)株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。

　

EDINET提出書類

テンアライド株式会社(E03108)

四半期報告書

19/31



第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期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19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)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20年８月７日　内閣府令第50号)附

則第７条第１項第５号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を早期に適用しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、霞が関監査法人により四半期レビュー

を受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第39期連結会計年度　　　　　　あらた監査法人

第40期第１四半期連結累計期間　霞が関監査法人
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１【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1四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,237,016 3,312,263

売掛金 106,224 120,959

商品及び製品 245,213 293,546

その他 401,083 449,174

貸倒引当金 △48 △127

流動資産合計 3,989,490 4,175,817

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,265,383 11,162,161

減価償却累計額 △8,063,013 △7,962,172

建物及び構築物（純額） 3,202,369 3,199,988

機械及び装置 1,683,432 1,692,914

減価償却累計額 △1,213,228 △1,211,459

機械及び装置（純額） 470,203 481,454

工具、器具及び備品 2,194,751 1,883,723

減価償却累計額 △1,651,153 △1,511,125

工具、器具及び備品（純額） 543,597 372,598

土地 334,222 334,222

建設仮勘定 24,520 1,500

有形固定資産合計 4,574,913 4,389,763

無形固定資産 153,222 162,309

投資その他の資産

敷金及び保証金 5,184,847 5,186,800

その他 412,468 425,089

貸倒引当金 △5,500 △5,500

投資その他の資産合計 5,591,815 5,606,390

固定資産合計 10,319,951 10,158,463

資産合計 14,309,441 14,334,280
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（単位：千円）

当第1四半期連結会計期間末
(平成20年６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20年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 452,514 534,120

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 444,400

※1
 444,400

未払法人税等 38,194 93,859

その他 1,068,337 973,105

流動負債合計 2,303,446 2,345,485

固定負債

長期借入金 ※1
 1,103,900

※1
 1,215,000

退職給付引当金 749,742 732,174

その他 254,439 111,278

固定負債合計 2,108,081 2,058,453

負債合計 4,411,527 4,403,939

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 3,508,660 3,553,343

自己株式 △202,571 △202,530

株主資本合計 9,883,583 9,928,308

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 57,631 46,201

土地再評価差額金 △49,400 △49,400

評価・換算差額等合計 8,231 △3,199

新株予約権 6,098 5,233

純資産合計 9,897,913 9,930,341

負債純資産合計 14,309,441 14,334,280
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　(2)【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）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 4,963,741

売上原価 1,436,705

売上総利益 3,527,036

販売費及び一般管理費

人件費 1,801,076

退職給付費用 50,953

その他 ※1
 1,683,919

販売費及び一般管理費合計 3,535,949

営業損失（△） △8,913

営業外収益

受取利息 894

受取配当金 1,704

受取賃貸料 2,286

固定資産受贈益 4,007

その他 4,514

営業外収益合計 13,407

営業外費用

支払利息 9,445

その他 4,739

営業外費用合計 14,185

経常損失（△） △9,691

特別損失

固定資産除却損 7,928

リニューアル諸費用 959

その他 5,110

特別損失合計 13,997

税金等調整前四半期純損失（△） △23,688

法人税、住民税及び事業税 20,994

法人税等調整額 0

法人税等合計 20,994

四半期純損失（△） △44,683
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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）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６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（△） △23,688

減価償却費 219,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） △79

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,567

受取利息及び受取配当金 △2,598

受取賃貸料 △2,286

支払利息 9,445

有形固定資産除却損 7,928

売上債権の増減額（△は増加） 14,734

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,332

その他の流動資産の増減額（△は増加） 49,842

仕入債務の増減額（△は減少） △81,606

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,725

その他の流動負債の増減額（△は減少） 39,918

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 1,952

その他 47,896

小計 341,502

利息及び配当金の受取額 2,612

賃貸料の受取額 2,115

利息の支払額 △8,910

法人税等の支払額 △76,659

営業活動によるキャッシュ・フロー 260,661

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 △201,260

貸付金の回収による収入 206

長期前払費用の取得による支出 △8,910

投資活動によるキャッシュ・フロー △209,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △111,100

リース債務の返済による支出 △14,803

自己株式の取得による支出 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,943

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △75,247

現金及び現金同等物の期首残高 3,312,263

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,237,016
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【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】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　会計処理の原則及び手続の変更

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四

半期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会

計基準第９号）が適用されることに伴い、総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変

更しております。なお、この変更に伴う営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失に与える影響はありませ

ん。

(2) リース取引に関する会計基準の適用

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正）及び、「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。なお、この変更に伴う営業損失、経常損失、税金

等調整前四半期純損失に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

※１　純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項

　平成18年３月31日締結の実行可能期間付ターム

ローン契約について、以下のとおり確約しており

ます。また、確約内容に反した場合には、当該債務

について期限の利益を喪失する可能性がありま

す。

※１　純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項

　平成18年３月31日締結の実行可能期間付ターム

ローン契約について、以下のとおり確約しており

ます。また、確約内容に反した場合には、当該債務

について期限の利益を喪失する可能性がありま

す。

　(確約内容)

　・各年度の決算期末における貸借対照表において、

資本の部の合計を9,108,095千円以上に維持する

こと。

　・各年度の決算期における損益計算書上において、

経常損益に関して２期連続して経常損失を計上し

ないこと。

　(確約内容)

　・各年度の決算期末における貸借対照表において、

資本の部の合計を9,108,095千円以上に維持する

こと。

　・各年度の決算期における損益計算書上において、

経常損益に関して２期連続して経常損失を計上し

ないこと。

　２　偶発債務

　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して、次の通り債務保証を行っております。

テイダブリュウ商事㈱ 20,155千円

　２　 偶発債務

　連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して、次の通り債務保証を行っております。

テイダブリュウ商事㈱ 21,379千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費その他の主なもの

地代家賃 659,519千円

事業税等 19,515 〃

減価償却費 217,940 〃

研究開発費 7,752 〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対

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 3,237,016千円

現金及び現金同等物 3,237,016千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 26,579,527

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 496,115

　

３　新株予約権等に関する事項

会社名 目的となる株式の種類 目的となる株式の数(株)
当第１四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 普通株式 ─ 6,098

合計 ─ 6,098

(注)　新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額
　　　該当事項はありません。

　

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。　

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。　

　

(リース取引関係)

該当事項はありません。　

　

(有価証券関係)

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい

変動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループは、デリバティブ取引(ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除く)を利用

していないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。　
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

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を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

当社グループは、在外子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

当社グループは、海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１．１株当たり純資産額

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

379.23円 380.51円

　

２．１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第１四半期連結累計期間
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失 1.71円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ─

(注) １．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失が計上されているため、記載し

ておりません。

２．１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) 44,683

普通株式に係る四半期純損失(千円) 44,683

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 26,083,431

四半期純利益調整額(千円) ─

普通株式増加数(株) ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益の算定に含まれなかった潜在
株式について前連結会計年度末から重要な変動が
ある場合の概要

─

　

(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。
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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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月12日

テンアライド株式会社

取締役会　御中

　

霞 が 関 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　剱　持　俊　夫　　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　舩　井　宏　昌　　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第1項の規定に基づき、「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20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期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四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期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

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

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

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー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(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

　

EDINET提出書類

テンアライド株式会社(E03108)

四半期報告書

31/31


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容
	３関係会社の状況
	４従業員の状況

	第２事業の状況
	１生産、受注及び販売の状況
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態及び経営成績の分析

	第３設備の状況
	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(3)ライツプランの内容
	(4)発行済株式総数、資本金等の推移
	(5)大株主の状況
	(6)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２株価の推移
	当該四半期累計期間における月別最高・最低株価

	３役員の状況

	第５経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(2)四半期連結損益計算書
	第１四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況
	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
	簡便な会計処理
	四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理
	注記事項
	事業の種類別セグメント情報
	所在地別セグメント情報
	海外売上高


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

