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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】

　

回次
第42期

第２四半期
連結累計期間

第43期
第２四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 8,655,943 7,895,371 17,268,361

経常利益又は経常損失(△) (千円) △552,325 24,290 △1,001,994

四半期(当期)純損失(△) (千円) △701,767 △35,679 △1,779,996

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △726,105 △43,913 △1,796,729

純資産額 (千円) 8,205,336 7,096,563 7,137,889

総資産額 (千円) 12,003,417 10,941,535 10,960,549

１株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)

(円) △26.91 △1.37 △68.25

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 (％) 68.2 64.7 64.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △77,302 286,024 △12,313

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △229,552 △193,236 △549,325

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △323,433 302,008 △264,305

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 1,972,554 2,171,694 1,776,898

　

回次
第42期

第２四半期
連結会計期間

第43期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年７月１日
至  平成22年９月30日

自  平成23年７月１日
至  平成23年９月30日

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △13.46 △2.05

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第42期第２四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号  平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４. 第42期の「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」及び第42期第２四半期連結累計期間、第43期第２四

半期連結累計期間の「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２四半期連結累計期間において、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。

　

EDINET提出書類

テンアライド株式会社(E03108)

四半期報告書

 3/22



第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、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。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【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。

　

３ 【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、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の発生による生産の減少や消費の

低迷により、厳しい状況からスタートしました。また、原子力発電所の罹災に伴う広域にわたる直接的な

被害や、それに端を発した全国的な電力供給不足の深刻化や風評被害により、経済活動が阻害されており

ます。加えて、欧米各国のデフォルトリスク等に伴う円高も依然として進行しており、先行きが極めて不

透明な状況で推移し続けております。

当社グループの属する外食産業界におきましては、東日本大震災に伴う真摯な自粛や計画停電に伴う

一時的な営業制限といったことから始まり、放射性物質による被曝リスクのある食材の流通や、牛肉の生

食による食中毒死亡者の集団発生といった、飲食の安全・安心を脅かす事件が続き、更には台風上陸によ

る影響も生じており、経営を取り巻く環境は厳しい状況となっております。

このような状況の中、当社グループにおきましては、前連結会計年度末頃に、先行きが不透明かつ厳し

い経営環境下においても着実に収益を確保するために、店舗収益構造の見直しや、物流体制・管理体制の

効率化といった事業構造ベースのレベルからの見直し計画を決定しました。

この計画に基づき、業績回復が困難な店舗や事業構造の観点から見て不採算となる店舗・事業部につ

いて、４月以降より順次に閉鎖を実施しております。また、店舗の立地条件に鑑みて必要に応じて業態の

変更に着手しております。

以上のような取り組みにより、２事業部と17店舗の閉鎖と「旬鮮酒場天狗」から「テング酒場」への

業態変更を４店舗実施し、当第２四半期連結会計期間末における当社グループの店舗数は、「旬鮮酒場天

狗」42店舗、「和食れすとらん天狗（「旬鮮だいにんぐ天狗」含む）」49店舗、「テング酒場」31店舗の

合計122店舗となっております（内フランチャイズ１店舗、子会社１店舗）。

以上のような店舗展開に加え、店舗の収益構造をゼロベースで見直しを実施し、原価や各種経費につい

ても抜本的に見直しを行い、コストの削減・適正化に積極的に取り組んでおります。同時に、節電対策も

兼ねた空調設備のリプレイスや店舗照明のＬＥＤ化の更なる推進に取り組んでおります。
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もっとも、このような取り組みに際し、あくまで当社グループは愚直なまでにお客様への四つの誓い

「良いものを安く、早く、清潔に、最高の雰囲気で」を実現することを肝に銘じ、会社としての取り組みの

方向性を見まがうことなく、当社グループ一丸となって邁進することを徹底しております。こうした観点

から、当第２四半期連結累計期間においては、サマータイム導入に伴う営業時間の柔軟な対応や、旬のメ

ニュー商品のさらなるブラッシュアップ、調理講習や衛生監査のさらなる徹底、清掃マニュアルの整備に

取り組んでおります。　

以上のような大量閉店等の結果として、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は、78億95百万

円で前第２四半期連結累計期間比91.2％にとどまっております。

他方、利益面につきましては、抜本的な効率化施策が功を奏し、営業利益は22百万円（前年同期は営業

損失５億49百万円）、経常利益24百万円（前年同期は経常損失５億52百万円）、四半期純損失35百万円

（前年同期は四半期純損失７億１百万円）となり、大幅な改善が実現いたしました。　

　
(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて19百万円減少し、109億41

百万円となりました。この主な変動内容といたしましては、現金及び預金が３億94百万円増加しているの

に対し、有形固定資産が２億12百万円、敷金及び保証金が１億36百万円減少していることによるものであ

ります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて22百万円増加し、38億44百万円となりました。その主な変動内

容といたしましては、短期借入金が81百万円、長期借入金が４億78百万円増加いたしましたが、買掛金が

54百万円、１年以内返済の長期借入金が１億37百万円、未払法人税が37百万円、店舗閉鎖損失引当金が１

億51百万円、社債が50百万円減少していることによるものであります。

また、純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて41百万円減少し、70億96百万円となりました。

その主な要因といたしましては、利益剰余金が35百万円減少していることによるものであります。
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(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度

末に比べ３億94百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には21億71百万円となりました。各キャッ

シュ・フローの状況については下記の通りであります。

（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、２億86百万円となりました。これは主に減価償却費３億67百万円と

敷金及び保証金の増減額１億99百万円によるものであります。これは前年同四半期連結累計期間に比

べ、３億63百万円の収入の増加であります。

（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、１億93百万円となりました。これは主に空調設備のリプレイス工事

にともなう有形固定資産の取得による支出１億28百万円によるものであります。使用した資金は前年

同四半期連結累計期間に比べ、36百万円の減少であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果得られた資金は、３億２百万円となりました。これは主に短期借入金の増減及び長期

借入金による収入６億21百万円の収入に対し、長期借入金の返済２億円、社債の償還50百万円及びリー

ス債務の返済69百万円による支出３億19百万円によるものであります。使用した資金は前年同四半期

連結累計期間に比べ、６億25百万円の減少であります。

　
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、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２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は８百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。

　

(6) 従業員数

当第２四半期連結累計期間において、連結会社又は提出会社の従業員数の著しい増減はありません。

　

(7) 生産、受注及び販売の実績

当第２四半期連結累計期間において、生産、受注及び販売実績の著しい変動はありません。

　

(8) 主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、主要な設備の著しい変動及び主要な設備の前連結会計年度末に

おける計画の著しい変更はありません。
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第３ 【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23年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年11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)

単元株式数は100株でありま
す。

計 26,579,52726,579,527― ―

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(5) 【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23年９月30日 ─ 26,579,527 ─ 5,257,201 ─ 1,320,000

　

(6) 【大株主の状況】

平成23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 21.86

飯　田　永　太 東京都武蔵野市 3,778 14.21

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

1,443 5.43

山　内　　　薫 東京都三鷹市 1,068 4.02

飯　田　愛　太 東京都三鷹市 830 3.12

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 2.92

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 0.97

CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE
PORTFOLIO
(常任代理人　シティバンク銀行
株式会社)

1299 OCEAN AVENUE, 11F, SANTA MONICA, CA
90401 USA
(東京都品川区東品川二丁目３-14)

194 0.73

計 ― 15,275 57.47

(注)　上記のほか当社所有の自己株式497千株(1.87％)があります。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23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 497,500

―
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

26,046,000
260,460 同上

単元未満株式 普通株式 36,027 ― 同上

発行済株式総数 26,579,527― ―

総株主の議決権 ― 260,460 ―

(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33株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成23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)

497,500─ 497,500 1.87

計 ― 497,500─ 497,500 1.87

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

監査役 常勤監査役 平野政人 平成23年７月１日
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第４ 【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)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、第２四半期連結会計期間(平成23年７月１日

から平成23年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23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る四半期レビューを受けております。

　

EDINET提出書類

テンアライド株式会社(E03108)

四半期報告書

10/22



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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,876,898 2,271,694

売掛金 99,069 95,818

商品及び製品 142,793 132,769

その他 388,815 374,277

貸倒引当金 △47 △37

流動資産合計 2,507,530 2,874,523

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 10,610,325 9,853,181

減価償却累計額 △8,397,985 △7,716,660

建物及び構築物（純額） 2,212,340 2,136,520

機械及び装置 1,671,410 1,556,096

減価償却累計額 △1,313,182 △1,241,860

機械及び装置（純額） 358,228 314,235

工具、器具及び備品 2,495,275 2,327,124

減価償却累計額 △2,047,638 △1,951,586

工具、器具及び備品（純額） 447,637 375,538

土地 245,103 245,103

建設仮勘定 20,268 －

有形固定資産合計 3,283,578 3,071,398

無形固定資産 112,993 88,626

投資その他の資産

敷金及び保証金 4,908,726 4,772,528

その他 153,219 141,358

貸倒引当金 △5,500 △6,900

投資その他の資産合計 5,056,445 4,906,986

固定資産合計 8,453,018 8,067,011

資産合計 10,960,549 10,941,535
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 390,657 335,921

短期借入金 380,000 461,000

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1
 400,000

※1
 262,217

未払法人税等 91,430 53,620

資産除去債務 － 6,600

店舗閉鎖損失引当金 161,930 10,324

その他 871,446 823,919

流動負債合計 2,395,464 2,053,602

固定負債

社債 225,000 175,000

長期借入金 － ※1
 478,420

退職給付引当金 875,785 880,474

資産除去債務 36,912 22,303

その他 289,496 235,171

固定負債合計 1,427,195 1,791,369

負債合計 3,822,659 3,844,972

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 700,069 664,389

自己株式 △202,986 △203,009

株主資本合計 7,074,578 7,038,875

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △16,963 △25,197

土地再評価差額金 60,092 60,092

その他の包括利益累計額合計 43,128 34,894

新株予約権 20,183 22,793

純資産合計 7,137,889 7,096,563

負債純資産合計 10,960,549 10,941,535
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第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22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

売上高 8,655,943 7,895,371

売上原価 2,593,602 2,139,655

売上総利益 6,062,340 5,755,715

販売費及び一般管理費

人件費 3,306,100 2,909,779

退職給付費用 113,597 106,708

その他 ※1
 3,191,813

※1
 2,717,067

販売費及び一般管理費合計 6,611,511 5,733,555

営業利益又は営業損失（△） △549,170 22,159

営業外収益

受取利息 1,546 968

受取配当金 1,550 1,429

受取賃貸料 2,859 2,859

固定資産受贈益 3,929 379

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 5,472

その他 7,207 7,988

営業外収益合計 17,094 19,097

営業外費用

支払利息 13,782 11,184

その他 6,466 5,782

営業外費用合計 20,248 16,967

経常利益又は経常損失（△） △552,325 24,290

特別利益

その他 363 503

特別利益合計 363 503

特別損失

固定資産除却損 21,462 18,979

リニューアル諸費用 8,805 7,005

固定資産処分損 8,628 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 74,017 －

その他 3,567 7,810

特別損失合計 116,482 33,795

税金等調整前四半期純損失（△） △668,443 △9,001

法人税、住民税及び事業税 33,323 29,396

法人税等調整額 － △2,718

法人税等合計 33,323 26,678

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △701,767 △35,679

四半期純損失（△） △701,767 △35,679
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【四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △701,767 △35,679

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △24,338 △8,233

その他の包括利益合計 △24,338 △8,233

四半期包括利益 △726,105 △43,913

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △726,105 △43,913
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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22年４月１日
　至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23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損失（△） △668,443 △9,001

減価償却費 424,832 367,796

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 64,217 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △272 1,390

退職給付引当金の増減額（△は減少） 52,055 4,688

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △151,605

受取利息及び受取配当金 △3,097 △2,397

受取賃貸料 △2,859 △2,859

支払利息 13,782 11,184

有形固定資産除却損 21,500 18,979

売上債権の増減額（△は増加） 21,177 3,251

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,899 10,024

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,212 10,588

仕入債務の増減額（△は減少） △34,162 △54,736

未払消費税等の増減額（△は減少） 39,125 603

その他の流動負債の増減額（△は減少） 58,368 △51,462

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 30,460 199,075

その他 8,999 2,609

小計 △2,426 358,128

利息及び配当金の受取額 3,167 2,378

賃貸料の受取額 2,859 2,859

利息の支払額 △13,782 △11,136

法人税等の支払額 △67,120 △66,206

営業活動によるキャッシュ・フロー △77,302 286,024

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 △226,085 △128,899

貸付金の回収による収入 502 －

長期前払費用の取得による支出 △3,969 △8,357

固定資産の除却による支出 － △55,980

投資活動によるキャッシュ・フロー △229,552 △193,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） － 81,000

長期借入れによる収入 － 540,638

長期借入金の返済による支出 △200,000 △200,000

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

リース債務の返済による支出 △73,388 △69,606

自己株式の取得による支出 △45 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △323,433 302,008

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △630,288 394,796

現金及び現金同等物の期首残高 2,602,843 1,776,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1
 1,972,554

※1
 2,171,694
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　
【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　
【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　
【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

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23年４月１日  至  平成23年９月30日)

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)
　

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

※１　純資産額及び利益の維持に係る財務制限条項

　①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

　①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)

　ⅰ各年度の決算期末における連結貸借対照表にお

いて、資本の部の合計を9,108,095千円以上に維持

すること。

　ⅱ各年度の決算期における連結損益計算書上にお

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)

　ⅰ各年度の決算期末における連結貸借対照表にお

いて、資本の部の合計を9,108,095千円以上に維持

すること。

　ⅱ各年度の決算期における連結損益計算書上にお

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。

　当社は当連結会計年度末において、上記財務制限条

項のⅰ、ⅱに抵触しております。

当社は、主幹事会社を通して財政状態、資金計画等

を説明し、期限の利益喪失の権利を放棄する旨の

同意を頂いております。

　当社は前連結会計年度末において、上記財務制限条

項のⅰ、ⅱに抵触しております。

当社は、主幹事会社を通して財政状態、資金計画等

を説明し、期限の利益喪失の権利を放棄する旨の

同意を頂いております。
――――――― 　②平成23年９月29日締結の参加取引契約について、

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)

　ⅰ各年度の決算期末における連結及び単体の貸借

対照表において、純資産の部の金額をいずれも

5,350,504千円以上に維持すること。

　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㈱ 6,173千円

　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㈱ 3,545千円

　
(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

地代家賃 1,313,830千円 1,141,866千円

減価償却費 412,710  〃 353,768  〃

事業税等 36,760  〃 34,264  〃

研究開発費 8,547  〃 8,960  〃
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※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

は、次のとおりであります。

　

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

現金及び預金 2,072,554千円 2,271,694千円

預入期間が３か月を超える
定期預金

△100,000  〃 △100,000  〃

現金及び現金同等物 1,972,554千円 2,171,694千円

　

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年９月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日)

当社は同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

　

Ⅱ  当第２四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23 年９月30日)

当社は同種の外食産業及びその補完的事業を営んでおり、単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。

　

(金融商品関係)

金融商品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。

　

(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。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年９月30日)

(1) １株当たり四半期純損失金額 26円91銭 1円37銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純損失金額(千円) 701,767 35,679

    普通株主に帰属しない金額 ― ―

    普通株式に係る四半期純損失金額(千円) 701,767 35,679

    普通株式の期中平均株式数(株) 26,082,195 26,082,037

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めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

(注)  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、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。

　

(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23年11月14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    遠 藤 今 朝 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23年４月１日から平成24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23年７月１日から平成23年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成
23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、四
半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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
23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第２四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。
　
利害関係
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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