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第6期  株主通信

株式会社テノ．ホールディングス

株主のみなさまには、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
2020年度の概況をご報告するにあたり、ご挨拶申し上げます。

　はじめに、日本中で猛威を振るっております新型コロナウイルス感染症が一日も早く終息し、日
常生活に影響を受けられている全てのみなさまが平穏な暮らしを取り戻せるよう心からお祈り申し
上げます。
　2020年11月12日に、当社株式の上場市場が東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所本則
市場へ市場変更いたしました。
　これもひとえに株主のみなさまをはじめとする多くの関係者のみなさまからのご支援の賜物と感
謝申し上げます。
当社グループは、
私たちは、女性のライフステージを応援します。
私たちは、相手の立場に立って考えます。
私たちは、コンプライアンスを推進します。
私たちは、事業を通して社会貢献致します。
を経営理念に掲げ、創業（1999年）以来、一貫して「女性のライフステージ」支援に注力し、女
性が育児をしても、家事をしても、介護をしてもなお働き続けるためにはいったい何が必要なのか
を基本に事業展開してまいりました。
　このたびの上場市場変更を機に、より一層の社会的責任を自覚しつつ、役職員一同決意を新たに、
更なる業容の拡大と一層の企業価値の向上に努めてまいりますので、引き続きご支援とご指導を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役

池内　比呂子

株主のみなさまへ

2020年1月1日 ▶ 2020年12月31日

「teno VISION 2030」（理想的な循環の実現へ）
「teno VISION 2030」

時代に求められるサービスを提供するプロフェッショナル集団となり、
働き手にとって最も自己実現が可能な家庭総合サービスグループを目指す。

ビジョンの
実現により、

選ばれる
企業集団へ

•  適切な運営で、心に余裕をもって勤務可能
•  グループ全体の収益が高いため、処遇は他

社よりも高く設定されている
•  客観的な評価体系、しっかりした人事制度

が構築されており、やりがいを感じられる
•  人材育成体系が整っており、自己研鑽できる
•  グループ内の職種・働き方が多様で、自身

の現状に合った働き方が選択できる

働き手視点
•  便利で安心、行き届いた質の高いサービス
•  時代のニーズに合った付加価値の提供
•   テノ．グループのビジョンに共感でき、圧

倒的な親近感があり、信頼できる組織
•  極めて透明な情報開示と財務の健全性
•  対価に対するサービスレベルが適切である
•   個々の組織やチームの運営がうまくまわっ

ていることが、外部からもみてとれる

顧客・クライアント視点
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売上高 10,778百万円 前年同期比 7.2％増
営業利益 612百万円 前年同期比 26.1％増
◦連結貸借対照表 （単位：百万円）

科　目 第6期
（2020年12月31日）

第5期
（2019年12月31日）

第4期
（2018年12月31日）

（資産の部）
流動資産 3,206 2,991 3,186
固定資産 4,212 3,139 3,215

有形固定資産 1,788 1,469 1,626
無形固定資産 821 105 93
投資その他の資産 1,603 1,564 1,495

資産合計 7,419 6,131 6,402
（負債の部）
流動負債 2,395 2,203 2,766
固定負債 2,895 2,102 2,200
負債合計 5,291 4,306 4,967

（純資産の部）
株主資本 2,127 1,824 1,435
純資産合計 2,127 1,824 1,435
負債純資産合計 7,419 6,131 6,402

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

◦連結損益計算書 （単位：百万円）

科　目
第6期

2020年 1 月 1 日から（2020年12月31日まで）
第5期

2019年 1 月 1 日から（2019年12月31日まで）
第4期

2018年 1 月 1 日から（2018年12月31日まで）
売上高 10,778 10,050 9,403
売上原価 8,893 8,463 7,915
売上総利益 1,885 1,587 1,488
販売費及び一般管理費 1,273 1,101 1,147
営業利益 612 485 340
営業外収益 6 7 8
営業外費用 24 32 55
経常利益 593 460 294
特別利益 828 188 979
特別損失 852 198 1,007
税金等調整前当期純利益 569 450 265
法人税等 230 163 102
当期純利益 339 287 163
親会社株主に帰属する当期純利益 339 287 163

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。

経常利益 593百万円 前年同期比 28.9％増
当期純利益 339百万円 前年同期比 18.0％増

株式会社テノ．ホールディングス
〒812-0036　福岡県福岡市博多区上呉服町10番10号　呉服町ビジネスセンター5F
TEL　092-263-3550　FAX　092-263-3557
https://www.teno.co.jp/

https://www.teno.co.jp/
テノ．ホールディングス　ホームページアドレス

当社はインターネット上のホームページにおいて、当社事業から
投資家情報まで、みなさまとのコミュニケーションツールとして
情報を発信しております。

2020年12月期　決算の概況

株主メモ

事 業 年 度 毎年1月1日から12月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎事業年度末日の翌日から3ヶ月以内

期 末 配 当 金
株 主 確 定 日

毎年12月31日
（中間配当を実施する場合は6月30日）

単 元 株 式 数 100株

公 告 方 法

電子公告とします。ただし、事故その他やむ
を得ない事由によって電子公告による公告を
することができない場合は、日本経済新聞に
掲載して行います。

（公告掲載URL）
https://www.teno.co.jp/

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部
福岡証券取引所　本則市場

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社

お 問 合 せ 先

〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
TEL　0120-288-324（フリーダイヤル）
受付時間　平日9：00～17：00
詳しくは、こちらのページにてご確認ください。
https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/
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