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■2020年3月期の業績動向について2020年3月期の業績動向について2020年3月期の業績動向について2020年3月期の業績動向について

・店舗状況

・経営成績に関する状況

・財政状態に関する状況

・キャッシュ・フローに関する状況

■2021年3月期の見通しについて2021年3月期の見通しについて2021年3月期の見通しについて2021年3月期の見通しについて



　※なお、地域については当社の管理区分により分類しております。
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【地域別】【地域別】【地域別】【地域別】
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　※「テング酒場」に「立呑み　神田屋」２店舗、「ミートキッチン　log50」２店舗を含みます。

　※居酒屋業態のランチ営業店の増減については、当期のランチ営業の開始・終了の件数をカウントしています。
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店舗状況①－店舗の状況店舗状況①－店舗の状況店舗状況①－店舗の状況店舗状況①－店舗の状況 ※関東のＦＣのレストラン業態１店舗及び居酒屋業態１店舗を含みます。



1.当期の新規出店状況について1.当期の新規出店状況について1.当期の新規出店状況について1.当期の新規出店状況について
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2.当期のリニューアル店状況について2.当期のリニューアル店状況について2.当期のリニューアル店状況について2.当期のリニューアル店状況について

①ミートキッチン①ミートキッチン①ミートキッチン①ミートキッチンlog50  ハレザ池袋前店ハレザ池袋前店ハレザ池袋前店ハレザ池袋前店
(20.2.19OPEN)

住所：〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-31-1-B1F

バロックコート池袋

電話番号：03-6384-4666

総座席数：60 席

営業時間：月-金曜日 17:00～23:30

土日祝日 15:00～23:30 
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店舗状況②－新店及びリニューアル店について店舗状況②－新店及びリニューアル店について店舗状況②－新店及びリニューアル店について店舗状況②－新店及びリニューアル店について

①旬鮮酒場天狗池袋東口店①旬鮮酒場天狗池袋東口店①旬鮮酒場天狗池袋東口店①旬鮮酒場天狗池袋東口店
(20.3.17リニューアルリニューアルリニューアルリニューアルOPEN））））

住所：〒170-0013

東京都豊島区東池袋1-3-6 山手ビルB1F

電話番号：03-3984-4551

総座席数：168 席

営業時間：月-土曜日 11:30～23:30

日祝日 11:30～23:00 

②テング酒場名古屋松岡ビル店②テング酒場名古屋松岡ビル店②テング酒場名古屋松岡ビル店②テング酒場名古屋松岡ビル店
(20.3.19リニューアルリニューアルリニューアルリニューアルOPEN)

住所：〒450-0002

愛知県名古屋市中村区名駅2-45-7松岡ビルB1F 

電話番号：052-561-1878

総座席数：159 席

営業時間：月-金曜日 11:30～14:00

16:00～23:30

土曜日 16:00～23:00

日祝日 15:00～22:00



増減率％増減率％増減率％増減率％連結実績（百万円）連結実績（百万円）連結実績（百万円）連結実績（百万円）
△  ４．６△  ４．６△  ４．６△  ４．６

　売上原価 ４，１０１ ２６．９ ４，０１１ ２７．５ △  ２．２　売上原価 ４，１０１ ２６．９ ４，０１１ ２７．５ △  ２．２　売上原価 ４，１０１ ２６．９ ４，０１１ ２７．５ △  ２．２　売上原価 ４，１０１ ２６．９ ４，０１１ ２７．５ △  ２．２

　売上高 １５，２７１ １００．０ １４，５６７ １００．０　売上高 １５，２７１ １００．０ １４，５６７ １００．０　売上高 １５，２７１ １００．０ １４，５６７ １００．０　売上高 １５，２７１ １００．０ １４，５６７ １００．０

前期（2019.3期） 構成比％ 当期（2020.3期） 構成比％前期（2019.3期） 構成比％ 当期（2020.3期） 構成比％前期（2019.3期） 構成比％ 当期（2020.3期） 構成比％前期（2019.3期） 構成比％ 当期（2020.3期） 構成比％

△  ５．５△  ５．５△  ５．５△  ５．５

　販管費 １０，９４３ ７１．７ １０，８６３ ７４．６ △  ０．７　販管費 １０，９４３ ７１．７ １０，８６３ ７４．６ △  ０．７　販管費 １０，９４３ ７１．７ １０，８６３ ７４．６ △  ０．７　販管費 １０，９４３ ７１．７ １０，８６３ ７４．６ △  ０．７

　売上総利益 １１，１７０ ７３．１ １０，５５５ ７２．５　売上総利益 １１，１７０ ７３．１ １０，５５５ ７２．５　売上総利益 １１，１７０ ７３．１ １０，５５５ ７２．５　売上総利益 １１，１７０ ７３．１ １０，５５５ ７２．５

△２３５．７△２３５．７△２３５．７△２３５．７

　営業外収益 ４６ ０．３ ４８ ０．３ ＋  ４．５　営業外収益 ４６ ０．３ ４８ ０．３ ＋  ４．５　営業外収益 ４６ ０．３ ４８ ０．３ ＋  ４．５　営業外収益 ４６ ０．３ ４８ ０．３ ＋  ４．５

　営業利益 ２２６ １．５ △３０７ △２．０　営業利益 ２２６ １．５ △３０７ △２．０　営業利益 ２２６ １．５ △３０７ △２．０　営業利益 ２２６ １．５ △３０７ △２．０

△１５．７△１５．７△１５．７△１５．７

　経常利益 ２４２ １．６ △２８５ △２．０　経常利益 ２４２ １．６ △２８５ △２．０　経常利益 ２４２ １．６ △２８５ △２．０　経常利益 ２４２ １．６ △２８５ △２．０ △２１７．７△２１７．７△２１７．７△２１７．７

　営業外費用 ３１ ０．２ ２６ ０．２　営業外費用 ３１ ０．２ ２６ ０．２　営業外費用 ３１ ０．２ ２６ ０．２　営業外費用 ３１ ０．２ ２６ ０．２

△９６．８△９６．８△９６．８△９６．８

　特別損失 ３０６ ２．０ ５１５ ３．５　特別損失 ３０６ ２．０ ５１５ ３．５　特別損失 ３０６ ２．０ ５１５ ３．５　特別損失 ３０６ ２．０ ５１５ ３．５ △２６８．０△２６８．０△２６８．０△２６８．０

　特別利益 １２５ ０．８ ４ ０．０　特別利益 １２５ ０．８ ４ ０．０　特別利益 １２５ ０．８ ４ ０．０　特別利益 １２５ ０．８ ４ ０．０

△３２円３４銭△３２円３４銭△３２円３４銭△３２円３４銭

０．４％ △１９．５％０．４％ △１９．５％０．４％ △１９．５％０．４％ △１９．５％

△　３．４％△　３．４％△　３．４％△　３．４％２．６％２．６％２．６％２．６％

△１４１１．８△１４１１．８△１４１１．８△１４１１．８

　当期純利益 ２０ ０．１ △８４５ △５．８　当期純利益 ２０ ０．１ △８４５ △５．８　当期純利益 ２０ ０．１ △８４５ △５．８　当期純利益 ２０ ０．１ △８４５ △５．８ △４２０１．９△４２０１．９△４２０１．９△４２０１．９

　税金等調整前当期純利益 ６０ ０．４ △７９６ △５．５　税金等調整前当期純利益 ６０ ０．４ △７９６ △５．５　税金等調整前当期純利益 ６０ ０．４ △７９６ △５．５　税金等調整前当期純利益 ６０ ０．４ △７９６ △５．５

　総資産経常利益率　総資産経常利益率　総資産経常利益率　総資産経常利益率
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　自己資本当期利益率　自己資本当期利益率　自己資本当期利益率　自己資本当期利益率

　１株当り当期純利益 ０円７９銭　１株当り当期純利益 ０円７９銭　１株当り当期純利益 ０円７９銭　１株当り当期純利益 ０円７９銭
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経営成績に関する状況①－概況（連結）経営成績に関する状況①－概況（連結）経営成績に関する状況①－概況（連結）経営成績に関する状況①－概況（連結）



Ⅲ.業態別売上構成比　Ⅲ.業態別売上構成比　Ⅲ.業態別売上構成比　Ⅲ.業態別売上構成比　Ⅰ.売上実績推移Ⅰ.売上実績推移Ⅰ.売上実績推移Ⅰ.売上実績推移

Ⅱ.前年売上対比Ⅱ.前年売上対比Ⅱ.前年売上対比Ⅱ.前年売上対比
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Ⅳ.品種別売上構成比　Ⅳ.品種別売上構成比　Ⅳ.品種別売上構成比　Ⅳ.品種別売上構成比　
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経営成績に関する状況②－売上高（店舗売上ベース（連結））経営成績に関する状況②－売上高（店舗売上ベース（連結））経営成績に関する状況②－売上高（店舗売上ベース（連結））経営成績に関する状況②－売上高（店舗売上ベース（連結））

●売上高について

新規出店に伴う売上が店舗閉鎖による

売上の減少を補えなかったこと、加えて、

２月中旬以降の新型コロナウイルス感染

拡大防止に伴う自粛による客数の激減に

より、売上高は大きく減少しております。

（資料Ⅰ・Ⅱ）

●業態別売上構成比について

和食業態の伸びが１月まで堅調だった

こと、２月中旬以降の居酒屋業態のディ

ナーの客数が大幅に減少したこと、加え

て、閉店店舗が居酒屋業態に集中したこ

とにより和食業態の売上構成比が増加し

ております。

（資料Ⅲ）

●品種別売上構成比について

和食業態の売上構成比の増加により料

理の売上構成比が増加しております。

（資料Ⅲ）（資料Ⅳ）
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当期平均 増減率当期平均 増減率当期平均 増減率当期平均 増減率

　　テング酒場 １，５８７円 １，６１５円 ＋１，８％　　テング酒場 １，５８７円 １，６１５円 ＋１，８％　　テング酒場 １，５８７円 １，６１５円 ＋１，８％　　テング酒場 １，５８７円 １，６１５円 ＋１，８％

既存店の条件：同月のフル稼働店舗のみを対象（リニューアル期間は除く）
　　　　　　　居酒屋業態で実施しているランチ売上も含む。

客単価（上記条件で抽出）客単価（上記条件で抽出）客単価（上記条件で抽出）客単価（上記条件で抽出）

前期平均前期平均前期平均前期平均　居酒屋業態　居酒屋業態　居酒屋業態　居酒屋業態

　　旬鮮酒場天狗　　旬鮮酒場天狗　　旬鮮酒場天狗　　旬鮮酒場天狗

　　和食れすとらん天狗　　和食れすとらん天狗　　和食れすとらん天狗　　和食れすとらん天狗

前期平均前期平均前期平均前期平均

１，４９４円 １，４９３円 △０，０％１，４９４円 １，４９３円 △０，０％１，４９４円 １，４９３円 △０，０％１，４９４円 １，４９３円 △０，０％

当期平均 増減率当期平均 増減率当期平均 増減率当期平均 増減率

１，８４１円 １，８５０円 ＋０，５％１，８４１円 １，８５０円 ＋０，５％１，８４１円 １，８５０円 ＋０，５％１，８４１円 １，８５０円 ＋０，５％

　和食業態　和食業態　和食業態　和食業態

“驚き”と“感動”という原点。 TEN ALLIED CO.,LTD.

経営成績に関する状況③－連結既存店売上の推移経営成績に関する状況③－連結既存店売上の推移経営成績に関する状況③－連結既存店売上の推移経営成績に関する状況③－連結既存店売上の推移

●売上・客数について

新型コロナウイルスの感染拡大前までは、和食

業態の売上・客数は前年を上回っております。一

方、居酒屋業態の売上は微増しておりますが、客

数は前年を下回っております。

●客単価について

和食業態の客単価は前年とほぼ同額ですが、居

酒屋業態の客単価は売価設定の見直しや商品政策

等により前年を上回っております。
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前期構成比率：２６．９％ 当期構成比率：２７．５％ 構成比率増減：＋０．６ｐｔ前期構成比率：２６．９％ 当期構成比率：２７．５％ 構成比率増減：＋０．６ｐｔ前期構成比率：２６．９％ 当期構成比率：２７．５％ 構成比率増減：＋０．６ｐｔ前期構成比率：２６．９％ 当期構成比率：２７．５％ 構成比率増減：＋０．６ｐｔ売上原価売上原価売上原価売上原価

他　販管費 前期構成比率：３２．２％ 当期構成比率：３３．６％ 構成比率増減：＋１．４ｐｔ他　販管費 前期構成比率：３２．２％ 当期構成比率：３３．６％ 構成比率増減：＋１．４ｐｔ他　販管費 前期構成比率：３２．２％ 当期構成比率：３３．６％ 構成比率増減：＋１．４ｐｔ他　販管費 前期構成比率：３２．２％ 当期構成比率：３３．６％ 構成比率増減：＋１．４ｐｔ

人件費 前期構成比率：３９．５％ 当期構成比率：４１．０％ 構成比率増減：＋１．５ｐｔ人件費 前期構成比率：３９．５％ 当期構成比率：４１．０％ 構成比率増減：＋１．５ｐｔ人件費 前期構成比率：３９．５％ 当期構成比率：４１．０％ 構成比率増減：＋１．５ｐｔ人件費 前期構成比率：３９．５％ 当期構成比率：４１．０％ 構成比率増減：＋１．５ｐｔ

営業外収益・費用営業外収益・費用営業外収益・費用営業外収益・費用

特別利益・損失特別利益・損失特別利益・損失特別利益・損失

“驚き”と“感動”という原点。 TEN ALLIED CO.,LTD.

経営成績に関する状況④－原価、経費等（連結）経営成績に関する状況④－原価、経費等（連結）経営成績に関する状況④－原価、経費等（連結）経営成績に関する状況④－原価、経費等（連結）

料理比率の高い和食業態の伸びが１月まで堅調でしたが、飲物比率の高い居酒屋業態の売上が減少したことにより

売上原価が増加しております。また、２月中旬以降の新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う自粛によるディナーの売

上減少に伴い飲物比率が減少したことも構成比率増加の要因となっております。

人手不足により求人費・時間外手当が増加しましたが、店舗閉鎖や２月中旬以降の大幅な売上の減少により雑給が減少

し、６３百万円の減少となりました。一方、２月中旬以降の売上の減少が人件費の減少を上回ったことにより人件費率

は上昇しました。

閉店数の増加や清掃管理の内製化に伴う関連費用の減少により１７百万円減少しております。

一方、店舗の分煙化による工事費用等の増加、加えて賃料等の固定費に対する２月中旬以降の大幅な売上の減少

により構成比は増加しております。

（収益）： 当期実績 ４８百万円（前期比 ２百万円 増加）

（費用）： 当期実績 ２６百万円（前期比 ５百万円 減少）

（利益）： 当期実績 ４百万円（前期比１億２１百万円 減少）

（損失）： 当期実績５億１５百万円（前期比１億７１百万円 増加） ※減損損失の増加
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　流動資産 ２,３５８ ２５．９ ２，１２１ ２５．５ △２３７

　　有形固定資産 ２,５１２ ２７．６ ２，２５９ ２７．１ △２５３

　　無形固定資産 １５９ １．８ ８４ １．０ △　７５

連結実績（百万円） 前期末（2019.3期） 構成比％ 当期末（2020.3期） 構成比％ 増減額連結実績（百万円） 前期末（2019.3期） 構成比％ 当期末（2020.3期） 構成比％ 増減額連結実績（百万円） 前期末（2019.3期） 構成比％ 当期末（2020.3期） 構成比％ 増減額連結実績（百万円） 前期末（2019.3期） 構成比％ 当期末（2020.3期） 構成比％ 増減額

△２０６

　固定資産 ７４．６ △５３３

　　投資その他 ４,０７５ ４４．８ ３，８６９ ４６．４

２,１７５ ２３．９ １，４９５ １７．９

△７７０△７７０△７７０△７７０

　流動負債 １,６８２ １８．５ ２，４３２ ２９．２ ＋７４９

資産　合計 ９,１０５ １００．０ ８，３３４ １００．０資産　合計 ９,１０５ １００．０ ８，３３４ １００．０資産　合計 ９,１０５ １００．０ ８，３３４ １００．０資産　合計 ９,１０５ １００．０ ８，３３４ １００．０

１００．０ △７７０１００．０ △７７０１００．０ △７７０１００．０ △７７０

純資産　合計 ５,２４７ ４，４０７ ５２．９純資産　合計 ５,２４７ ４，４０７ ５２．９純資産　合計 ５,２４７ ４，４０７ ５２．９純資産　合計 ５,２４７ ４，４０７ ５２．９

９,１０５９,１０５９,１０５９,１０５

２００円６１銭２００円６１銭２００円６１銭２００円６１銭

５７．６％ ５２．９％５７．６％ ５２．９％５７．６％ ５２．９％５７．６％ ５２．９％

１６８円５１銭１６８円５１銭１６８円５１銭１６８円５１銭

自己資本比率自己資本比率自己資本比率自己資本比率

１株当り純資産１株当り純資産１株当り純資産１株当り純資産

△６８０

負債　合計 ３,８５８ ４２．４ ３，９２７ ４７．１ ＋　６９負債　合計 ３,８５８ ４２．４ ３，９２７ ４７．１ ＋　６９負債　合計 ３,８５８ ４２．４ ３，９２７ ４７．１ ＋　６９負債　合計 ３,８５８ ４２．４ ３，９２７ ４７．１ ＋　６９

　固定負債

△８３９△８３９△８３９△８３９

負債・純資産　合計負債・純資産　合計負債・純資産　合計負債・純資産　合計

５７．６５７．６５７．６５７．６

１００．０ ８，３３４１００．０ ８，３３４１００．０ ８，３３４１００．０ ８，３３４

６,７４６ ７４．１ ６，２１３

“驚き”と“感動”という原点。 TEN ALLIED CO.,LTD.

財政状態に関する状況財政状態に関する状況財政状態に関する状況財政状態に関する状況 ※前期末との対比※前期末との対比※前期末との対比※前期末との対比

【資産の主な増減】

●現預金の減少

●店舗閉鎖及び減損処理に伴う固定資産の減少

●新規設備投資に伴う固定資産の増加

（新店・リニューアル・システム投資）

【負債・純資産の主な増減】

●短期借入金の増加

●長期借入金の返済による減少

●リース債務の減少
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百万円百万円百万円百万円６２２ １６１ 百万円 百万円６２２ １６１ 百万円 百万円６２２ １６１ 百万円 百万円６２２ １６１ 百万円 百万円△４６１△４６１△４６１△４６１

　　　長期借入金の返済による支出

　　（主な増減）

　　　短期借入れによる収入 ― ５００

百万円百万円百万円百万円

　　　減価償却費 ４６８ ４６８ △　　０

　　（主な増減）

　　　税金等調整前当期純損失 △８５６

△３８５ 百万円 百万円△３８５ 百万円 百万円△３８５ 百万円 百万円△３８５ 百万円 百万円

前期（2019.3期） 当期（2020.3期） 増減前期（2019.3期） 当期（2020.3期） 増減前期（2019.3期） 当期（2020.3期） 増減前期（2019.3期） 当期（2020.3期） 増減連結実績連結実績連結実績連結実績

△４９７ 百万円△４９７ 百万円△４９７ 百万円△４９７ 百万円

２６７ ４４７ ＋１８０

△１６１ １１８

△　　７ △１５１ △１４４

△２７９

△１１２△１１２△１１２△１１２

百万円百万円百万円百万円

△４２７ 百万円 １５１ 百万円△４２７ 百万円 １５１ 百万円△４２７ 百万円 １５１ 百万円△４２７ 百万円 １５１ 百万円

百万円百万円百万円百万円

＋５００

百万円 ＋２３０ 百万円百万円 ＋２３０ 百万円百万円 ＋２３０ 百万円百万円 ＋２３０ 百万円

１，７２４ 百万円１，７２４ 百万円１，７２４ 百万円１，７２４ 百万円

＋　５７

百万円 ＋５７８百万円 ＋５７８百万円 ＋５７８百万円 ＋５７８

△２０５

１，４２１ 百万円 １，３４９ 百万円 △　７２１，４２１ 百万円 １，３４９ 百万円 △　７２１，４２１ 百万円 １，３４９ 百万円 △　７２１，４２１ 百万円 １，３４９ 百万円 △　７２

△　７２△　７２△　７２△　７２

△３３９

＋１２５

１，４２１１，４２１１，４２１１，４２１

６３ △　２１

△３０３△３０３△３０３△３０３

　現金（同等物）の期末残高　現金（同等物）の期末残高　現金（同等物）の期末残高　現金（同等物）の期末残高

△３３０

　　　敷金・保証金の回収による収入

　財務活動によるキャッシュ・フロー　財務活動によるキャッシュ・フロー　財務活動によるキャッシュ・フロー　財務活動によるキャッシュ・フロー

８４

　現金（同等物）の増減額　現金（同等物）の増減額　現金（同等物）の増減額　現金（同等物）の増減額

　現金（同等物）の期首残高　現金（同等物）の期首残高　現金（同等物）の期首残高　現金（同等物）の期首残高

△３０２ 百万円△３０２ 百万円△３０２ 百万円△３０２ 百万円

　投資活動によるキャッシュ・フロー　投資活動によるキャッシュ・フロー　投資活動によるキャッシュ・フロー　投資活動によるキャッシュ・フロー

　　（主な増減）

　　　有形固定資産の取得による支出

６０ △７９６

△３９６

　　　減損損失

　　　その他の流動資産の増減額（△は増加）

　　　仕入債務の増減額(△は減少）

　営業活動によるキャッシュ・フロー　営業活動によるキャッシュ・フロー　営業活動によるキャッシュ・フロー　営業活動によるキャッシュ・フロー

“驚き”と“感動”という原点。 TEN ALLIED CO.,LTD.

キャッシュ・フローに関する状況キャッシュ・フローに関する状況キャッシュ・フローに関する状況キャッシュ・フローに関する状況



経費について経費について経費について経費について
　売上と同様に不確定要素が多く、合理的に
算出することが困難な状況であります。

　新型コロナウイルス感染症の収束時期が不
透明なため、業績に与える不確定要素が多
く、現時点では業績予想を合理的に算定する
ことは困難な状況であります。
　こうした状況の中、現状の外食ニーズを捉
え、【弁当等のテイクアウト販売】の拡充や
【宅配サービス】に加え、セントラルキッチ
ンのオリジナル製造品の【外部販売の実施】
により、本格的に小売業への進出の第一歩に
踏み切っております。
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当期純利益 △８４５ △５．８当期純利益 △８４５ △５．８当期純利益 △８４５ △５．８当期純利益 △８４５ △５．８

１株当り当期純利益 △３２．３４円１株当り当期純利益 △３２．３４円１株当り当期純利益 △３２．３４円１株当り当期純利益 △３２．３４円

経常利益経常利益経常利益経常利益

売上について売上について売上について売上について

△２８５ △２．０△２８５ △２．０△２８５ △２．０△２８５ △２．０

増減増減増減増減

１０，５５５１０，５５５１０，５５５１０，５５５

営業利益 △３０７ △２．１営業利益 △３０７ △２．１営業利益 △３０７ △２．１営業利益 △３０７ △２．１

売上高 １４，５６７ １００．０売上高 １４，５６７ １００．０売上高 １４，５６７ １００．０売上高 １４，５６７ １００．０

７２．５７２．５７２．５７２．５売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益

連結（百万円）連結（百万円）連結（百万円）連結（百万円）
2020.3月期2020.3月期2020.3月期2020.3月期
（実績）（実績）（実績）（実績）

2021.3月期2021.3月期2021.3月期2021.3月期
（見込）（見込）（見込）（見込）

“驚き”と“感動”という原点。 TEN ALLIED CO.,LTD.

２０２１年３月期（通期）の見通し２０２１年３月期（通期）の見通し２０２１年３月期（通期）の見通し２０２１年３月期（通期）の見通し

【設備投資（予定）】

■設備投資予定額 ： 未定

新型コロナウイルス感染症の収束時期が不透明なため、現時点では見通し

が立てられない状況であります。

未定未定未定未定
※外部販売チャネル
・・・・楽天による通信販売

・・・・セントラルキッチン敷地内

「天狗こだわりマーケット」による直接販売

・・・・ホームページからの直接販売


