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1. 2023年3月期第2四半期の連結業績（2022年4月1日～2022年9月30日）

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年3月期第2四半期 4,360 197.8 △918 ― △451 ― △501 ―

2022年3月期第2四半期 1,464 △46.0 △2,066 ― △1,216 ― △1,242 ―

（注）包括利益 2023年3月期第2四半期　　△507百万円 （―％） 2022年3月期第2四半期　　△1,229百万円 （―％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後

1株当たり四半期純利益
円 銭 円 銭

2023年3月期第2四半期 △17.70 ―

2022年3月期第2四半期 △45.14 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2023年3月期第2四半期 7,471 1,952 26.0

2022年3月期 7,432 1,977 26.6

（参考）自己資本 2023年3月期第2四半期 1,944百万円 2022年3月期 1,977百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2022年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2023年3月期 ― 0.00

2023年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当状況については、
後述の「種類株式の配当状況」をご覧ください。

3. 2023年 3月期の連結業績予想（2022年 4月 1日～2023年 3月31日）

　2023年3月期の連結業績予想につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響について、適正かつ合理的な算出が困難であることから、現時点では未
定とし、見通しが可能となった時点で、速やかに公表いたします。



※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年3月期2Q 30,124,227 株 2022年3月期 27,960,727 株

② 期末自己株式数 2023年3月期2Q 427,075 株 2022年3月期 427,007 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期2Q 28,329,049 株 2022年3月期2Q 27,533,860 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、
添付資料2ページの「1.当四半期決算に関する定性的情報　（3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。



〇種類株式の配当の状況

　普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。

（A種種類株式）

１株当たり配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

　22年３月期 ― ― ― 71,726.00 71,726.00

　23年３月期(予想) ― ― ― 70,000.00 70,000.00

　　(注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

（B種種類株式）

１株当たり配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年３月期 ― ― ― 30,136.99 30,136.99

23年３月期(予想) ― ― ― 40,000.00 40,000.00

　　(注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う緊急事態宣言の

発出・延長等による各種行動制限が解除されたものの、ロシア・ウクライナ情勢の長期化や急速な円安の進行等に

より、原材料・エネルギー価格が高騰し、あらゆる物価が急上昇するなど先行きの不透明感が払拭できない状況に

あります。

特に外食産業においては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた各種行動制限の緩和が進んだもの

の、在宅勤務の増加や宴会の回避等、消費者のライフスタイルや行動態様が大幅に変化しております。加えて資源

の高騰や円安に伴う物価の上昇により、原材料費をはじめ人件費や水光熱費等の様々なコストの上昇が懸念されて

おります。このため、厳しい経営環境は依然として継続している状況であります。

当社は、「食を通して「驚き」と「感動」を」という企業理念を体現するために、良質な食材等の仕入、低価格

による提供、人材教育、衛生管理を徹底してまいりました。

また、消費者ニーズの変化に対し、弁当等のテイクアウト販売、宅配サービス、セントラルキッチンにおけるオ

リジナル製造品の外部販売（スーパー等の小売業者向け販売、楽天による通信販売、自社ホームページによる通信

販売「天狗キッチン」及びセントラルキッチン敷地内にある「天狗こだわりマーケット」による直接販売）等を拡

充しており、小売業の売上拡大を図っております。加えて、店舗の営業についても消費者ニーズの変化に対応した

業態への転換を進めると同時に、店舗オペレーションの効率化を目指した二毛作業態の開発・展開を実施しており

ます。

以上の結果、当第2四半期連結累計期間における連結売上高は、前年同期比297.8％の43億60百万円となりまし

た。

利益面につきましては、未だ売上が十分に回復できず、営業損失は9億18百万円（前年同期は営業損失20億66百万

円）となりましたが、前年の営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金等の営業外収益により経常損失は4億51百万

円（前年同期は経常損失12億16百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は5億1百万円（前年同期は親会社株

主に帰属する四半期純損失12億42百万円）となりました。

なお、当連結会計年度末における当社の店舗数は、「旬鮮酒場天狗」7店舗、「和食れすとらん天狗（「旬鮮だい

にんぐ天狗」「あげてけや」含む）」31店舗、「テング酒場」33店舗、「神田屋」21店舗、「てんぐ大ホール」8店

舗、「ミートキッチンlog50」2店舗の合計102店舗であります（内フランチャイズ3店舗）。

（２）財政状態に関する説明

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38百万円増加し、74億71百万円となり

ました。この主な要因といたしましては、売掛金が19百万円、棚卸資産が32百万円、その他流動資産が66百万円増

加したことに対し、敷金及び保証金が57百万円、その他の投資その他の資産が12百万円減少したことによるもので

あります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べて63百万円増加し、55億18百万円となりました。その主な要因といたしま

しては、買掛金が32百万円、その他流動負債が61百万円増加したのに対し、未払法人税等が16百万円、退職給付に

係る負債が16百万円減少した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24百万円減少し、19億52百万円となりました。その主

な要因といたしましては、4月に新規発行した新株予約権の行使により資本金及び資本準備金がそれぞれ2億95百万

円増加したことに対し、種類株式に係る剰余金の配当により資本剰余金が1億16百万円、四半期純損失の計上で利益

剰余金が5億1百万円減少したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

新型コロナウイルス感染症の感染拡大や生活様式の変容による消費ニーズの変化がもたらす影響の予測が不透明

であり、各種諸施策を実施しておりますがその成果を合理的に算出することが困難であるため、現時点においては

業績に与える不確定要素が多く、業績予想を合理的に算定することが困難であります。そのため、2023年3月期の業

績予想は未定としております。業績予想の開示が可能となった段階で速やかに公表いたします。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,167,766 3,162,214

売掛金 126,441 146,071

棚卸資産 147,101 179,782

その他 249,838 316,064

貸倒引当金 △24,106 △20,157

流動資産合計 3,667,040 3,783,976

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,121,420 6,168,270

減価償却累計額 △5,088,117 △5,116,386

建物及び構築物（純額） 1,033,302 1,051,883

機械及び装置 1,031,137 1,032,378

減価償却累計額 △840,293 △844,780

機械及び装置（純額） 190,843 187,597

工具、器具及び備品 1,572,864 1,588,473

減価償却累計額 △1,406,157 △1,440,266

工具、器具及び備品（純額） 166,707 148,207

土地 245,103 245,103

建設仮勘定 - 188

有形固定資産合計 1,635,957 1,632,981

無形固定資産 51,569 46,077

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,820,721 1,763,298

その他 261,030 248,770

貸倒引当金 △3,600 △3,600

投資その他の資産合計 2,078,152 2,008,469

固定資産合計 3,765,678 3,687,527

資産合計 7,432,719 7,471,503
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 191,539 224,079

短期借入金 2,500,000 2,500,000

1年内返済予定の長期借入金 - 18,000

未払法人税等 42,296 25,787

店舗閉鎖損失引当金 - 5,706

その他 590,423 651,863

流動負債合計 3,324,259 3,425,436

固定負債

長期借入金 720,000 702,000

退職給付に係る負債 1,140,806 1,124,167

役員退職慰労引当金 21,743 22,084

資産除去債務 117,963 119,968

その他 130,439 125,188

固定負債合計 2,130,952 2,093,409

負債合計 5,455,211 5,518,845

純資産の部

株主資本

資本金 50,000 345,497

資本剰余金 9,527,195 9,705,762

利益剰余金 △7,597,073 △8,098,615

自己株式 △161,908 △161,928

株主資本合計 1,818,214 1,790,716

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 83,133 73,933

土地再評価差額金 67,295 67,295

退職給付に係る調整累計額 8,863 12,212

その他の包括利益累計額合計 159,292 153,442

新株予約権 - 8,499

純資産合計 1,977,507 1,952,657

負債純資産合計 7,432,719 7,471,503
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 1,464,145 4,360,448

売上原価 554,861 1,347,499

売上総利益 909,284 3,012,949

販売費及び一般管理費

人件費 1,465,097 2,062,270

退職給付費用 40,879 34,136

地代家賃 684,554 768,947

その他 785,612 1,065,966

販売費及び一般管理費合計 2,976,143 3,931,320

営業損失（△） △2,066,859 △918,371

営業外収益

受取利息 6 10

受取配当金 3,382 3,851

受取賃貸料 2,859 2,859

固定資産受贈益 182 1,334

受取事務手数料 1,541 3,259

貸倒引当金戻入額 3,559 3,949

雇用調整助成金 192,447 8,409

助成金収入 656,424 456,493

その他 13,056 6,035

営業外収益合計 873,459 486,203

営業外費用

支払利息 19,219 17,715

その他 3,985 1,766

営業外費用合計 23,204 19,482

経常損失（△） △1,216,604 △451,650

特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 11,578 -

特別利益合計 11,578 -

特別損失

固定資産除却損 2,157 506

減損損失 - 4,945

店舗閉鎖損失 - -

店舗閉鎖損失引当金繰入額 - 11,639

固定資産処分損 2,705 7,567

特別損失合計 4,862 24,658

税金等調整前四半期純損失（△） △1,209,888 △476,309

法人税、住民税及び事業税 33,532 25,284

法人税等調整額 △610 △51

法人税等合計 32,922 25,232

四半期純損失（△） △1,242,810 △501,541

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,242,810 △501,541

　



テンアライド株式会社(8207) 2023年３月期 第２四半期決算短信

6

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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純損失（△） △1,242,810 △501,541

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 14,875 △9,200

土地再評価差額金 △2,999 -

退職給付に係る調整額 1,293 3,349

その他の包括利益合計 13,170 △5,850

四半期包括利益 △1,229,640 △507,392

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,229,640 △507,392

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022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（△） △1,209,888 △476,309

減価償却費 189,182 165,948

固定資産処分損益（△は益） 2,705 7,567

減損損失 - 4,945

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,559 △3,949

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △15,113 △13,289

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △70,835 5,706

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 353 341

受取利息及び受取配当金 △3,389 △3,862

受取賃貸料 △2,859 △2,859

支払利息 19,219 17,715

有形固定資産除却損 2,157 506

売上債権の増減額（△は増加） 60,510 △19,630

棚卸資産の増減額（△は増加） 18,288 △32,680

その他の流動資産の増減額（△は増加） 660,208 △21,314

仕入債務の増減額（△は減少） △99,374 32,540

未払消費税等の増減額（△は減少） △89,050 109,718

その他の流動負債の増減額（△は減少） △608,938 30,519

その他 △139 -

小計 △1,150,523 △198,385

利息及び配当金の受取額 3,389 3,862

賃貸料の受取額 2,859 2,859

利息の支払額 △19,219 △17,715

法人税等の支払額 △114,610 △41,793

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,278,104 △251,172

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 △56,013 △134,782

無形固定資産の取得による支出 △7,800 △5,144

長期前払費用の取得による支出 △14,256 △14,977

資産除去債務の履行による支出 △157,952 -

敷金及び保証金の差入による支出 △50 △13,376

敷金及び保証金の回収による収入 61,336 19,110

その他 △2,705 △7,567

投資活動によるキャッシュ・フロー △177,441 △156,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

新株予約権の発行による収入 - 12,740

株式の発行による収入 1,500,000 586,755

長期借入れによる収入 720,000 -

リース債務の返済による支出 △85,587 △80,183

自己株式の取得による支出 △53 △20

配当金の支払額 - △116,931

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,134,358 402,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 678,813 △5,551

現金及び現金同等物の期首残高 1,524,849 3,167,766

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,203,662 3,162,214
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社グループ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。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

前連結会計年度の有価証券報告書の（追加情報）に記載した新型コロナウイルス感染症の収束時期等を含む仮定

について、重要な変更はありません。

　


