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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２四半期連結
累計期間

第41期
第２四半期連結
累計期間

第40期
第２四半期連結
会計期間

第41期
第２四半期連結
会計期間

第40期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ７月１日
至  平成20年
    ９月30日

自  平成21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 9,866,3438,996,0184,902,6014,330,81419,409,332

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △6,257 △263,973 3,434 △265,309 24,178

四半期純利益又は四半
期(当期)純損失(△)

(千円) 5,044 △335,948 49,727△308,251△110,005

純資産額 (千円) ― ― 9,940,6459,441,5169,768,214

総資産額 (千円) ― ― 14,038,65513,642,15013,684,515

１株当たり純資産額 (円) ― ― 380.84 361.57 374.16

１株当たり四半期純利
益又は四半期(当期)純
損失(△)

(円) 0.19 △12.88 1.9 △11.82 △4.22

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ─ ―

自己資本比率 (％) ― ― 70.8 69.2 71.3

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 478,928 130,214 ― ― 922,835

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △374,905△326,319 ― ― △600,563

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △401,866△66,305 ― ― △562,207

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 3,014,4192,809,9163,072,327

従業員数 (名) ― ― 450 447 436

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第40期の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」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株当たり当期純利益金額」及び第41期

の「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額」については潜在株式は存在しますが１株当たり当期純損

失及び１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第２四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２四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21年９月30日現在

従業員数(名)
　447
(3,499)

(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２四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21年９月30日現在

従業員数(名)
　442
(3,464)

(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２四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２四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

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

前年同
四半期比

数量 金額(千円) 数量 金額(千円) ％

生そば (人前) 368,380 15,154 247,222 11,00572.6

つくね (人前) 117,080 4,338 197,330 5,254121.1

豆乳
(リッ
トル)

116,079 12,950 93,505 10,88684.1

ぎょうざ (人前) 79,460 4,779 109,550 7,712161.4

ひれかつ (人前) 197,076 8,355 85,072 4,99659.8

鶏唐 (人前) 99,654 9,391 ─ ─ ─

牛肉コロッケ (人前) 17,692 1,642 9,672 1,19772.9

各種アイスクリーム ― ─ 6,995 ─ 8,150116.5

各種ドレッシング・
ソース

― ─ 10,414 ─ 8,92385.7

その他 ― ─ 138,089 ─ 107,30577.7

合計 ― ─ 212,111 ─ 165,43278.0

(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２四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

前第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自　平成21年７月１日
至　平成21年９月30日)

前年同
四半期比

金額(千円) 金額(千円) ％

料理類 2,911,742 2,467,95584.8

飲物類 1,989,352 1,861,32393.6

たばこ 1,506 1,535101.9

合計 4,902,601 4,330,81488.3

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。
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３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年からの世界的な景気後退による影響を受け、輸

出とそれに伴う生産が大幅に減少し、企業業績の低調な推移に見舞われ、雇用情勢の悪化や所得環境の厳

しさから、個人消費も引き続き低迷するなど、大変厳しい経営環境下で推移しました。

外食産業界にあっては、消費マインドが節約志向となっていることから、需要喚起に向けた低価格競争

が激化しております。さらに、夏場の天候不順や新型インフルエンザの流行なども相まって、かつてない

程の厳しい経営環境にあります。

このような状況の中で、当社グループは本年が創業40周年にあたるのを機に、今一度創業の原点に立ち

返ったコンセプトに基づいた店作りに取組んでまいりました。こうした中、新規出店については「テング

酒場」の蒲田駅前店、「旬鮮酒場　天狗」南池袋店の２店舗を出店し売上確保に努めました。一方、店舗力

を上げるために「旬鮮酒場　天狗」新橋店をリニューアルし、既存店「旬鮮酒場　天狗」から「テング酒

場」への業態変更を５店舗行いました。

しかしながら、上記のような厳しい経営状況において、当第２四半期連結会計期間の売上高は、43億３

百万円（前年同四半期比88.3%）にとどまりました。また、利益につきましても、原価率の低減、諸経費削

減の努力はあったものの、売上高の減少によって、営業損失２億61百万円（前年同四半期比２億54百万円

減益）、経常損失２億65百万円（前年同四半期比２億68百万円減益）、四半期純損失３億８百万円（前年

同四半期比３億57百万円減益）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42百万円減少し、136億42百万円となりました。これ

は、新規出店や店舗の情報インフラとしてオーダーエントリーシステム機器の置換えを実施したことに

より、有形固定資産が３億19百万円増加したものの、主として現金及び預金の減少により流動資産が３億

４百万円、無形固定資産が29百万円、投資その他の資産が28百万円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、借入金の返済等による減少があったものの、上記のオーダーエントリーシステム

機器の導入の際に、所有権移転外ファイナンス・リース取引により新規取得を実施したことによるリー

ス債務の増加や私募債の新規発行による新規調達に伴う社債の増加により、前連結会計年度末に比べ２

億84百万円増加し、42億円となりました。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて３億26百万円減少し、94億41百万円となりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間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１億88百万円減少、投資活動によるキャッシュ・フローが１億91百万円減少、財務

活動によるキャッシュ・フローが82百万円増加となりました結果、第１四半期連結会計期間末に比べ２

億97百万円減少し28億９百万円となりました。

　

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果減少した資金は、１億88百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純損失２

億91百万円によるものであります。これは前年同四半期に比べ、４億６百万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、１億91百万円となりました。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１億82百万円によるものであります。使用した資金は前年同四半期に比べ、26百万円の

増加であります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果調達した資金は、82百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出１億

３百万円がありましたが、社債の発行による収入２億50百万円があったことによるものであります。使用

した資金は前年同四半期に比べ、３億58百万円の支出の減少であります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は３百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四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２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間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２四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。

第１四半期連結会計期間末に実施中又は、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２四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)

蒲田駅前店他
116 平成21年８月 247

(既存店改修等)

テング酒場銀座店他
108 平成21年８月 △10

合計 225 ― 237
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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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年11月13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)

単元株式数は100株でありま
す。

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21年６月25日)

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 3,400(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) 340,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 113,220,000(注)２

新株予約権の行使期間 平成24年４月１日～平成30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　　333
資本組入額　167

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

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)４

(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。

　　①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。
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　　②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。

　　③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１に準じて決定する。

　　④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２

で定められる行使価額を調整して得られる調整後払込価額に前記③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。

　　⑤新株予約権を行使することができる期間

　　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、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。

　　⑥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

ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、こ

れを切り上げるものとする。

ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記ⅰに定める増加

する資本金等増加限度額から前記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　　⑦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。

４　以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳおよびⅴの議案について当社で承認された場合(株主総会決議不要な場合には当社の取締

役会決議が行われた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができま

す。

　　ⅰ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　ⅱ当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

　　ⅲ当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

　ⅳ当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

　ⅴ新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついて当社が株主総会の決議によって、その全部を取得することについての定めを設ける定款変更の議案
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株主総会の特別決議日(平成20年６月26日)

　
第２四半期会計期間末現在 
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 410(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) 41,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 13,735,000(注)２

新株予約権の行使期間 平成23年４月１日～平成29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　　335
資本組入額　168

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

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)４

(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。

　　①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。
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　　②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。

　　③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１に準じて決定する。

　　④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２

で定められる行使価額を調整して得られる調整後払込価額に前記③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。

　　⑤新株予約権を行使することができる期間

　　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、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。

　　⑥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

ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、こ

れを切り上げるものとする。

ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記ⅰに定める増加

する資本金等増加限度額から前記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　　⑦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。

４　以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳおよびⅴの議案について当社で承認された場合(株主総会決議不要な場合には当社の取締

役会決議が行われた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができま

す。

　　ⅰ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　ⅱ当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

　　ⅲ当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

　ⅳ当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

　ⅴ新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついて当社が株主総会の決議によって、その全部を取得することについての定めを設ける定款変更の議案
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株主総会の特別決議日(平成19年６月27日)

　
第２四半期会計期間末現在 
(平成21年９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) 19,680,000(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

新株予約権の取得条項に関する事項 (注)４

(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。

　　①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。

　　②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。

　　③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１に準じて決定する。
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　　④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２

で定められる行使価額を調整して得られる調整後払込価額に前記③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。

　　⑤新株予約権を行使することができる期間

　　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、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。

　　⑥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

ⅰ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第40条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、こ

れを切り上げるものとする。

ⅱ新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、前記ⅰに定める増加

する資本金等増加限度額から前記ⅰに定める増加する資本金の額を減じた額とする。

　　⑦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。

４　以下のⅰ、ⅱ、ⅲ、ⅳおよびⅴの議案について当社で承認された場合(株主総会決議不要な場合には当社の取締

役会決議が行われた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができま

す。

　　ⅰ当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

　　ⅱ当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案

　　ⅲ当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案

　ⅳ当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することにつ

いての定めを設ける定款の変更承認の議案

　ⅴ新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することに

ついて当社が株主総会の決議によって、その全部を取得することについての定めを設ける定款変更の議案
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株主総会の特別決議日(平成18年６月28日)

　
第２四半期会計期間末現在 
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 880(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) 88,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 43,120,000(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２四半期会計期間末現在 
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 520(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) 52,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 25,220,000(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
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株主総会の特別決議日(平成16年６月25日)

　
第２四半期会計期間末現在 
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 460(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) 46,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 19,136,000(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２四半期会計期間末現在 
(平成21年９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) 19,950,000(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２四半期会計期間末現在 
(平成21年９月30日)

新株予約権の数(個) 260(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) 26,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 11,284,000(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２四半期会計期間末現在 
(平成21年９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) 43,000

新株予約権の行使時の払込金額(円) 17,802,000

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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(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21年９月30日 ─ 26,579,527 ─ 5,257,201 ─ 1,320,000

　

(5) 【大株主の状況】

平成21年９月30日現在

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五丁目26－12 5,812 21.87

飯　田　永　太 東京都武蔵野市 3,769 14.18

株式会社岡永
東京都中央区日本橋馬喰町一丁目７－３
岡永ビル

1,472 5.54

山　内　　　薫 東京都三鷹市 1,060 3.99

飯　田　愛　太 東京都三鷹市 821 3.09

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ 778 2.93

サッポロビール株式会社 東京都渋谷区恵比寿四丁目20－１ 729 2.74

飯　田　　　博 東京都目黒区 380 1.43

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一丁目１－５
(東京都中央区晴海一丁目８－12
晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタ
ワーZ棟)

259 0.98

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口４Ｇ)

東京都中央区晴海一丁目８－11 228 0.86

計 ― 15,313 57.62

(注)　上記のほか当社所有の自己株式496千株(1.87％)があります。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年９月30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 496,900

―
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

26,043,600
260,436 同上

単元未満株式 普通株式 39,027 ― 同上

発行済株式総数 26,579,527― ―

総株主の議決権 ― 260,436 ―

(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2,000株(議決権の数20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89株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30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)

496,900─ 496,900 1.87

計 ― 496,900─ 496,900 1.87

　

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21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 301 301 309 326 345 349

最低(円) 289 290 295 304 325 305

(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。
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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、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結

累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日まで)は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当

第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間

(平成21年４月１日から平成21年９月30日まで)は、改正後の四半期連結財務諸表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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間(平成20年７月１

日から平成20年９月30日まで)及び前第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間(平成21年７月１日から平成21年９月30日

まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年９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。
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,809,916 3,072,327

売掛金 97,602 126,059

商品及び製品 188,827 218,275

その他 418,374 402,518

貸倒引当金 △473 △501

流動資産合計 3,514,247 3,818,679

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 11,181,196 11,042,551

減価償却累計額 △8,275,707 △8,107,314

建物及び構築物（純額） 2,905,489 2,935,236

機械及び装置 1,694,513 1,657,453

減価償却累計額 △1,248,952 △1,228,198

機械及び装置（純額） 445,560 429,255

工具、器具及び備品 2,628,594 2,188,388

減価償却累計額 △1,857,477 △1,749,548

工具、器具及び備品（純額） 771,117 438,840

土地 334,222 334,222

建設仮勘定 994 －

有形固定資産合計 4,457,384 4,137,554

無形固定資産 195,551 225,032

投資その他の資産

敷金及び保証金 5,178,948 5,124,285

その他 301,518 384,497

貸倒引当金 △5,500 △5,535

投資その他の資産合計 5,474,967 5,503,248

固定資産合計 10,127,902 9,865,835

資産合計 13,642,150 13,684,515
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 405,755 460,597

1年内償還予定の社債 100,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 400,000

※1
 415,000

未払法人税等 59,920 95,953

その他 999,312 894,245

流動負債合計 1,964,988 1,915,796

固定負債

社債 375,000 200,000

長期借入金 ※1
 600,000

※1
 800,000

退職給付引当金 776,706 758,860

その他 483,939 241,644

固定負債合計 2,235,645 2,000,504

負債合計 4,200,633 3,916,300

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 3,107,389 3,443,338

自己株式 △202,844 △202,797

株主資本合計 9,482,040 9,818,035

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,983 △9,606

土地再評価差額金 △49,400 △49,400

評価・換算差額等合計 △51,383 △59,007

新株予約権 10,859 9,185

純資産合計 9,441,516 9,768,214

負債純資産合計 13,642,150 13,684,515
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 9,866,343 8,996,018

売上原価 2,843,609 2,571,898

売上総利益 7,022,733 6,424,119

販売費及び一般管理費

人件費 3,569,287 3,353,741

退職給付費用 106,529 91,504

その他 ※1
 3,363,557

※1
 3,235,748

販売費及び一般管理費合計 7,039,374 6,680,994

営業損失（△） △16,640 △256,874

営業外収益

受取利息 4,097 2,113

受取配当金 1,704 1,311

受取賃貸料 4,573 3,431

固定資産受贈益 13,184 10,941

その他 12,621 7,472

営業外収益合計 36,181 25,270

営業外費用

支払利息 18,516 18,515

その他 7,282 13,853

営業外費用合計 25,798 32,368

経常損失（△） △6,257 △263,973

特別利益

受取補償金 95,044 －

その他 － 153

特別利益合計 95,044 153

特別損失

固定資産除却損 22,957 9,836

リニューアル諸費用 12,439 8,536

固定資産処分損 － 13,028

その他 13,942 7,667

特別損失合計 49,338 39,068

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（△）

39,449 △302,888

法人税、住民税及び事業税 34,405 33,059

法人税等合計 34,405 33,059

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,044 △335,948
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 4,902,601 4,330,814

売上原価 1,406,904 1,246,722

売上総利益 3,495,697 3,084,091

販売費及び一般管理費

人件費 1,768,211 1,658,778

退職給付費用 55,575 47,150

その他 ※1
 1,679,637

※1
 1,639,927

販売費及び一般管理費合計 3,503,424 3,345,856

営業損失（△） △7,727 △261,764

営業外収益

受取利息 3,203 1,285

受取賃貸料 2,286 1,715

固定資産受贈益 9,176 8,725

その他 8,107 3,433

営業外収益合計 22,774 15,160

営業外費用

支払利息 9,070 8,938

その他 2,542 9,767

営業外費用合計 11,613 18,705

経常利益又は経常損失（△） 3,434 △265,309

特別利益

受取補償金 95,044 －

その他 － 76

特別利益合計 95,044 76

特別損失

固定資産除却損 15,028 8,364

リニューアル諸費用 11,480 6,079

固定資産処分損 － 7,495

その他 8,832 4,497

特別損失合計 35,340 26,436

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（△）

63,138 △291,668

法人税、住民税及び事業税 13,410 16,582

法人税等合計 13,410 16,582

四半期純利益又は四半期純損失（△） 49,727 △308,251
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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）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

39,449 △302,888

減価償却費 456,333 468,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） 471 △62

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,249 17,846

受取利息及び受取配当金 △5,802 △3,424

受取賃貸料 △4,573 △3,431

支払利息 18,516 18,515

有形固定資産除却損 57,894 9,836

売上債権の増減額（△は増加） 13,370 28,456

たな卸資産の増減額（△は増加） 48,435 29,447

その他の流動資産の増減額（△は増加） △13,887 △14,789

仕入債務の増減額（△は減少） △83,835 △54,842

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,879 △28,816

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34,184 6,172

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 21,567 △54,662

その他 48,593 92,742

小計 553,718 208,914

利息及び配当金の受取額 5,902 3,334

賃貸料の受取額 5,098 3,431

利息の支払額 △18,719 △18,373

法人税等の支払額 △67,071 △67,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 478,928 130,214

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 △353,894 △300,006

無形固定資産の取得による支出 △5,274 △2,793

貸付金の回収による収入 272 67

長期前払費用の取得による支出 △16,010 △23,587

投資有価証券の売却による収入 0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △374,905 △326,319

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △222,200 △215,000

リース債務の返済による支出 △29,547 △76,259

社債の償還による支出 △150,000 △25,000

自己株式の取得による支出 △119 △46

財務活動によるキャッシュ・フロー △401,866 △66,305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △297,844 △262,410

現金及び現金同等物の期首残高 3,312,263 3,072,327

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 3,014,419

※1
 2,809,916
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【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２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めていた「固定資産処分損」は、特別損失総額

の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしております。なお、前第２四半期

連結累計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産処分損」は3,171千円であります。

　

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

前第２四半期連結会計期間において、特別損失の「その他」に含めていた「固定資産処分損」は、特別損失総額

の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記することとしております。なお、前第２四半期

連結会計期間の特別損失の「その他」に含まれる「固定資産処分損」は701千円であります。

　

【簡便な会計処理】

　

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第２四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。
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【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

リース取引について

所有権移転外ファイナンス・リース取引について、従来、支払利子込み法により処理しておりましたが、重要性

が増したため、第１四半期連結会計期間より、支払利子込み法から利息相当額の合理的な金額を控除する方法に変

更いたしました。

この結果、従来の方法によった場合と比較して、営業損失が２百万円減少し、経常損失が１百万円増加しており

ます。また、この変更に伴う過年度分の影響額を特別損失として計上した結果、当第２四半期連結累計期間の税金

等調整前四半期純損失が４百万円増加しております。

　

EDINET提出書類

テンアライド株式会社(E03108)

四半期報告書

30/39



【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21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㈱ 13,905千円

　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㈱ 16,431千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

地代家賃 1,327,118千円

事業税等 37,515 〃

減価償却費 452,259 〃

研究開発費 14,690 〃

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

地代家賃 1,330,700千円

事業税等 37,243 〃

減価償却費 464,421 〃

研究開発費 6,547 〃

　

第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

地代家賃 667,599千円

事業税等 18,000 〃

減価償却費 234,319 〃

研究開発費 6,937 〃

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

地代家賃 672,930千円

事業税等 17,503 〃

減価償却費 239,152 〃

研究開発費 3,654 〃

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９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 3,014,419千円

現金及び現金同等物 3,014,419千円

※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 2,809,916千円

現金及び現金同等物 2,809,916千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成21年４月１日　

至　平成21年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
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２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 496,989

　

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２四半期

連結会計期間末残高
(千円)

提出会社 普通株式 ─ 10,859

合計 ─ 10,859

　

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。　
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会計期

間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１

日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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】

　前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会計期

間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１

日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日)

当社グループは、在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

　前第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結会計期

間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日)並びに前第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１

日 至 平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。

　

EDINET提出書類

テンアライド株式会社(E03108)

四半期報告書

33/39



(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)

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

付与したストック・オプションの内容

会社名 提出会社

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役　　６
当社従業員　　169

株式の種類別ストック・オプション付与数(株) 普通株式　　342,000

付与日 平成21年８月７日

権利確定条件 権利確定条件は付されていない

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはない

権利行使期間 平成24年４月１日～平成30年６月25日

権利行使価格(円) 　333

付与日における公正な評価単価(円) 4,403

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間(自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

テンアライド株式会社(E03108)

四半期報告書

34/39



(１株当たり情報)

１  １株当たり純資産額

　
当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 361.57円
　

　 　

　 374.16円
　

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

　

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 0.19円

なお、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、希薄化効果を有している
潜在株式が存在しないため記載しておりません。
 

１株当たり四半期純損失金額 12.88円

なお、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。
 

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益または
四半期純損失(△)(千円)

5,044 △335,948

普通株式に係る四半期純利益または
四半期純損失(△)(千円)

5,044 △335,948

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) 26,083,355 26,082,588

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金額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

─ ─
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第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 1.90円

なお、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、希薄化効果を有している
潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

１株当たり四半期純損失金額 11.82円

なお、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。

 

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定上

の基礎

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益または 
四半期純損失(△)(千円)

49,727 △308,251

普通株式に係る四半期純利益または 
四半期純損失(△)(千円)

49,727 △308,251

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) 26,083,279 26,082,551

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金額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。　

　

　
(リース取引関係)

該当事項はありません。　

　

２ 【その他】

該当事項はありません。

　

EDINET提出書類

テンアライド株式会社(E03108)

四半期報告書

36/39



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11月10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２四半期連結会計期間

（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成

20年９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９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11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21年４月1日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間

（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成

21年９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

21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間

の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・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。
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