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(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 64,150 (△3.0) 1,435 (△25.4) 1,447 (△25.0) 643 (△36.3)

19年８月中間期 66,148 (0.0) 1,924 (4.0) 1,930 (2.0) 1,010 (△8.4)

20年２月期 130,565 (△0.6) 3,683 (△9.2) 3,691 (△12.0) 1,815 (△16.5)

１株当たり中間 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年８月中間期 23 24 ― ―
19年８月中間期 36 46 ― ―

20年２月期 65 51 ― ―

(参考) 持分法投資損益 20年８月中間期 ―百万円 19年８月中間期 ―百万円 20年２月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

20年８月中間期 102,241 53,850 52.7 1,944 33

19年８月中間期 94,663 52,941 55.9 1,910 69

20年２月期 91,373 53,533 58.6 1,932 43

(参考) 自己資本 20年８月中間期53,850百万円 19年８月中間期52,941百万円 20年２月期53,533百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年８月中間期 11,759 △681 △647 16,687

19年８月中間期 3,863 △2,199 △1,082 8,645

20年２月期 3,912 △4,359 △1,358 6,258

１株当たり配当金

(基準日) 中間期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 ― ― 10 00 10 00

21年２月期(実績) ― ― ― ―
10 00

21年２月期(予想) ― ― 10 00

(％表示は対前期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 129,500 △0.8 3,300 △10.4 3,400 △7.9 1,600 △11.9 57 77
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4. その他 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

〔(注) 詳細は、21ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

  

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 

 
②期末自己株式数 

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 

  

1. 20年８月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20年８月31日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

2. 21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今
後の様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

(1) 期中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

(2) 中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

20年８月中間期 27,818,895株 19年８月中間期 27,818,895株 20年２月期 27,818,895株

20年８月中間期 122,714株 19年８月中間期 110,834株 20年２月期 116,382株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 63,909 (△3.0) 1,337 (△26.0) 1,374 (△25.0) 596 (△35.1)
19年８月中間期 65,877 (0.0) 1,807 (3.2) 1,831 (1.0) 919 (△13.3)

20年２月期 130,022 (△0.6) 3,446 (△9.6) 3,479 (△12.3) 1,662 (△18.8)

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

20年８月中間期 21 55

19年８月中間期 33 18

20年２月期 59 98

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年８月中間期 96,122 52,906 55.0 1,910 24

19年８月中間期 89,488 52,104 58.2 1,880 47

 20年２月期 86,160 52,636 61.1 1,900 05

(参考) 自己資本 20年８月中間期52,906百万円 19年８月中間期52,104百万円 20年２月期52,636百万円

(％表示は対前期増減率)

営業収益 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 129,000 △0.8 3,100 △10.1 3,200 △8.0 1,500 △9.8 54 15
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 ①当中間連結会計期間の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、米国経済の低迷や原油・原材料価格の高騰などにより、

拡大基調の景気が一転し、後退局面に入りました。また、食品の安全・安心に係る様々な問題の発生

が、食品の安全性に対する不信感を強め、節約志向と消費不安による買い控えが一層高まるなど、個人

消費は依然として低迷した状態で推移いたしました。 

 当社グループの営業基盤である南九州地区経済は、生産活動は電子部品関連や食料品関連の一部が伸

び悩み、投資関連では公共工事が低調に推移するなど、景気は全体として停滞感が見られました。流通

を取り巻く環境も、伸び悩む個人所得や、業種や業態を超えた競合環境がますます激化するなど、大変

厳しい経営環境が続きました。 

 このような状況下におきまして、当社グループは第一次中期経営計画を策定し、グッドカンパニーの

実現という新たな経営理念のもとに、地域密着型の販売・サービス体制をさらに推し進め、一貫した顧

客第一主義で取り組んでまいりました。 

 営業政策面におきましては、火曜日及び水曜日の百均市や、全国の旬でおいしい新鮮な鮮魚、野菜、

果物等を提供する企画「今が旬・祭」等の恒例セールを継続かつ積極的に実施するとともに、精肉担当

者の技術向上により素材を生かした「ステーキ祭」、季節の食材を活用する「元気鍋」、夕方５時以降

に切りたて、揚げたて、焼きたて、作りたての商品を試食販売する「５時のたて市」を実施いたしまし

た。また、販売担当者の思いやセールスポイントをお客様に伝える手書きＰＯＰの取り組みを開始いた

しました。 

 食品製造面におきましては、包装資材や原料価格の上昇など厳しい環境に直面するなか、品質強化と

厳選した原料・素材と製法にこだわった商品開発に注力してまいりました。 

 管理政策面におきましては、３月に新設部門の設置や一部変更を行い、新組織体制を構築いたしまし

た。また、社会貢献活動や環境保全活動に注力してまいりました。具体的には、４月に鹿児島県と環境

保全に関する「かごしま環境パートナーズ協定」を締結し、地球温暖化の防止と循環型社会の構築に向

けた取り組みを推進いたしました。さらに、地球温暖化防止へ向けて「クールビズ」を実施するととも

に、空缶のプルタブを回収し、車椅子に交換して病院や福祉施設へ贈呈する「プルタブ回収運動」を開

始いたしました。 

 また、時間管理、労働生産性の向上を目的としたＩＤカードシステムを75店舗で運用いたしておりま

す。 

 店舗につきましては、西原店（７月）を新設したほか、タイヨーサンキュー和田店（３月）、武岡団

地店（５月）を改修いたしました。これらの店舗は好調に推移いたしております。なお、これらの設備

投資に必要な資金は、自己資金をもって充当いたしました。 

 しかしながら、ガソリン価格の高騰や、原材料価格の上昇分を価格転嫁した一部商品の値上げによ

り、生活防衛意識が高まり、個人消費は低調に推移いたしました。また、度重なる産地偽装問題と中国

産餃子問題等の食の安全性に対する不信感が強まったことによる消費意欲の低迷の影響や、さらには、

天候不順及びお客様の節約志向による買い控えの影響を受けました。 

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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これらの結果、当中間連結会計期間の業績は、営業収益が64,150百万円（前年同期比3.0％減）とな

りました。また、引き続き経費削減の努力を続けてまいりましたが、営業収益の減少に伴う売上総利益

の減少により、経常利益が1,447百万円（前年同期比25.0％減）、中間純利益が643百万円（前年同期比

36.3％減）と厳しい結果となりました。 

  

 ②当期の見通し 

当期の見通しにつきましては、世界的な金融危機等の深刻な懸念材料により早期の国内景気の回復は

見込めず、流通業界におきましても企業間競争がなお一層高まることが予想されるなど、予断を許さな

い状況にあります。 

 このような情勢のもと、当社グループは、安全・安心・健康をテーマとした商品提案力を高め、より

よい生鮮食品をお客様に提供するとともに、手書きＰＯＰの取り組みを強化し、お客様へ役立つ商品情

報を提供してまいります。また、「鹿児島無農薬野菜の会」の生産者の方々と鹿児島の伝統野菜の品揃

えを充実させ、地域への感謝と貢献に努めてまいります。さらに、社会貢献活動に積極的に取り組むと

ともに、マイバックを持参したお客様へのエコポイント加算による還元や、リサイクル活動を継続かつ

積極的に実施するなど、地球環境に配慮した取り組みを率先垂範してまいります。 

 ますます熾烈となる競合環境ではありますが、売上、利益、経費のバランスの把握とコントロールに

注力し、経営効率化を推進することにより、日々ご愛顧いただいておりますお客様にこれまで以上に満

足していただく営業活動ができるように努めてまいります。また、第一次中期経営計画の実行による経

営ビジョンの実現に向けて、全社一丸となって取り組んでまいりますので、今後とも一層のご支援を賜

わりますようお願い申しあげます。 

 当期の業績につきましては、連結営業収益は129,500百万円（前期比0.8%減）、連結経常利益は3,400

百万円（前期比7.9％減）、連結当期純利益は1,600百万円（前期比11.9％減）を見込んでおります。 
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 ①資産、負債及び純資産の状況 

ⅰ）資産 

当中間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10,868百万円増加し、102,241百万円

となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べ10,208百万円増加し、25,059百万円となりました。主な内訳は、期

末日が金融機関休日であったため、支払期日が翌月になり現金及び預金が10,429百万円増加したことによる

ものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べ659百万円増加し、77,181百万円となりました。主な内訳は、設備

投資により有形固定資産が670百万円増加したことによるものであります。 

ⅱ）負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ11,923百万円増加し、38,142百万円となりました。主な内訳は、期

末日が金融機関休日であったため、支払期日が翌月になり買掛金が8,387百万円増加したことによるもので

あります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,371百万円減少し、10,249百万円となりました。主な内訳は、長

期借入金が1,474百万円減少したことによるものであります。 

ⅲ）純資産 

当中間連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ317百万円増加し、53,850百万円とな

りました。主な内訳は利益剰余金が366百万円増加したことによるものであります。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

当中間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、前連結会計年度末に比べ

10,429百万円増加し16,687百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、11,759百万円（前中間連結会計期間比7,896百万円の増加）となりまし

た。主な内訳は、税金等調整前中間純利益が1,230百万円、減価償却費が955百万円、仕入債務増減額が

8,387百万円であります。 

（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、681百万円（前中間連結会計期間比1,517百万円の減少）となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出が1,232百万円減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、647百万円（前中間連結会計期間比434百万円の減少）となりました。こ

れは主に、長短借入金増減額が455百万円増加したことによるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  

 自己資本比率           ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率     ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての

負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の

支払額を使用しております。 

  

利益配分につきましては、経営体質の強化を図るため内部留保に意を用いるとともに、安定かつ継続

的な配当を行うことを基本としております。配当につきましては期末配当で１株当たり10円を予定し

ております。 

 内部留保金につきましては、今後の業容拡大のための投資等に有効活用してまいりたいと考えてお

ります。 

  

当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があ

ると考えられる事項には以下のようなものがあります。 

 なお、本項においては将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間連結会計期間末現

在において判断したものであります。 

  

 ①需要動向におけるリスク 

当社グループの小売業及び製造業の需要は、事業展開する地域における気候状況や景気動向・消費動

向等の経済情勢、同業・異業態の小売業他社の競争状況等に大きな影響を受けます。したがって、これ

らの動向によって、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

平成18年
８月中間期

平成19年
２月期

平成19年
８月中間期

平成20年 
２月期

平成20年
８月中間期

自己資本比率 (％) 54.3 56.6 55.9 58.6 52.7

時価ベースの自己資本比率 (％) 36.1 36.1 37.6 34.6 31.0

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

(年) 5.9 5.2 5.7 5.6 1.8

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

(倍) 34.6 19.2 32.7 15.5 88.7

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

(4) 事業等のリスク

㈱タイヨー（9949）　平成21年２月期中間決算短信

－6－



  

 ②公的規制におけるリスク 

当社グループは事業展開する地域において、独占禁止、消費者、租税、環境・リサイクル関連の法規

の適用を受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、当社グループの活動が制限される可

能性や、費用の増加につながる可能性があります。したがって、これらの規制は、当社グループの業績

や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ③自然災害・事故におけるリスク 

当社グループのうち、小売業においては、店舗による事業展開を行っております。このため、自然災

害・事故等により、店舗の営業継続に悪影響をきたす可能性があります。 

 特に火災については、消防法に基づいた火災発生の防止を徹底して行っておりますが、店舗において

火災が発生した場合、消防法による規制や被害者に対する損害賠償責任、従業員の罹災による人的資源

の喪失、建物等固定資産や棚卸資産等への被害等、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可

能性があります。 

  

 ④商品取引におけるリスク 

当社グループでは、小売業及び製造業において消費者向け取引を行っております。これらの業におい

て欠陥商品や食中毒を引き起こす商品等、瑕疵ある商品を販売した場合、公的規制を受ける可能性があ

るとともに、製造物責任や債務不履行による損害賠償責任等による費用が発生する場合があります。更

に消費者からの信用失墜による売上高の減少等、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能

性があります。 

  

 ⑤電算システム運用上のリスク 

当社グループが事業を展開するための各種システムは、主に本部のコンピューター設備で一括管理し

ております。本部では電源・通信回線の非常用設備の導入、不正侵入防止等の対策を講じていますが、

一般の認識のとおり、完全にリスクを回避できるものではありません。自然災害や事故等により甚大な

設備の損壊があった場合、通信回線や電力供給に支障が出た場合、不正侵入や従業員の過誤による障害

が起きた場合、業務の遂行に支障をきたし、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

 ⑥顧客情報の流出におけるリスク 

当社グループでは小売業を中心に、顧客の情報を保有・処理しております。これらの個人情報の管理

は社内管理体制を整備して、厳重に行っておりますが、犯罪等により外部に漏洩した場合、顧客個人に

支払う損害賠償による費用の発生や、当社グループの社会的信用の失墜による売上高の減少が考えら

れ、当社グループの業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

 ⑦減損会計によるリスク 

当社グループでは、「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しておりますが、実質的価値の下落や

収益性の低下した店舗等について、減損損失を計上することが必要となった場合、当社グループの業績

に影響を与える可能性があります。 
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 最近の有価証券報告書（平成20年５月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため、開示を省略しております。 

  

  

上記各項目については、平成20年２月期決算短信（平成20年４月14日開示）により開示を行った内容か

ら重要な変更がないため、開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（大阪証券取引所ホームページ(上場企業検索)） 

 http://www.ose.or.jp/listed/lc.html 

２ 企業集団の状況

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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４ 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 8,645 16,687 6,258

 ２ 売掛金 44 74 42

 ３ たな卸資産 7,012 6,618 6,651

 ４ その他 1,573 1,679 1,898

   流動資産合計 17,276 18.3 25,059 24.5 14,851 16.3

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 (注1)

  １ 建物及び 
    構築物

(注2) 18,808 18,397 18,169

  ２ 土地 (注2) 52,801 53,088 52,882

  ３ 建設仮勘定 14 236 17

  ４ その他 2,000 73,624 77.8 1,860 73,583 72.0 1,843 72,912 79.8

 (2) 無形固定資産

  １ のれん 106 82 94

  ２ その他 141 247 0.2 130 213 0.2 134 228 0.2

 (3) 投資その他の 
   資産

  １ 投資有価証券 1,944 1,542 1,623

  ２ その他 1,709 1,982 1,896

  ３ 貸倒引当金 △139 3,515 3.7 △139 3,385 3.3 △139 3,380 3.7

   固定資産合計 77,387 81.7 77,181 75.5 76,521 83.7

   資産合計 94,663 100.0 102,241 100.0 91,373 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 9,440 16,013 7,625

 ２ 短期借入金 (注2) 8,760 11,180 10,260

 ３ 一年以内
   返済予定の
   長期借入金

(注2) 3,510 3,696 3,505

 ４ 賞与引当金 951 905 767

 ５ 役員賞与引当金 9 9 19

 ６ ポイント引当金 198 206 206

 ７ 商品券回収損失 
   引当金

― 8 10

 ８ その他 5,485 6,121 3,823

   流動負債合計 28,358 30.0 38,142 37.3 26,219 28.7

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 (注2) 9,758 6,520 7,994

 ２ 退職給付引当金 1,300 1,295 1,308

 ３ 役員退職慰労引 
   当金

― 137 ―

 ４ その他 2,304 2,295 2,317

   固定負債合計 13,364 14.1 10,249 10.0 11,621 12.7

   負債合計 41,722 44.1 48,391 47.3 37,840 41.4

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

１ 資本金 8,505 9.0 8,505 8.3 8,505 9.3

２ 資本剰余金 7,964 8.4 7,964 7.8 7,964 8.7

３ 利益剰余金 36,119 38.2 37,291 36.5 36,924 40.4

４ 自己株式 △135 △0.2 △149 △0.1 △142 △0.1

  株主資本合計 52,454 55.4 53,612 52.5 53,252 58.3

Ⅱ 評価・換算差額等

  その他有価証券
  評価差額金

487 238 280

評価・換算差額 
等合計

487 0.5 238 0.2 280 0.3

純資産合計 52,941 55.9 53,850 52.7 53,533 58.6

負債純資産合計 94,663 100.0 102,241 100.0 91,373 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 65,427 100.0 63,437 100.0 129,174 100.0

Ⅱ 売上原価 51,851 79.3 50,170 79.1 102,228 79.1

売上総利益 13,576 20.7 13,266 20.9 26,945 20.9

Ⅲ 営業収入 721 1.1 713 1.1 1,391 1.0

営業総利益 14,297 21.8 13,980 22.0 28,337 21.9

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費

(注1) 12,372 18.9 12,544 19.8 24,653 19.0

営業利益 1,924 2.9 1,435 2.2 3,683 2.9

Ⅴ 営業外収益

１ 受取利息 27 27 57

２ 受取配当金 13 14 21

３ 債務勘定整理益 15 11 31

４ 早期決済奨励金 15 14 30

５ その他 56 129 0.2 81 149 0.2 122 263 0.2

Ⅵ 営業外費用

１ 支払利息 121 132 248

２ 商品券回収損失 
    引当金繰入額

― 3 2

３ その他 2 123 0.2 1 137 0.2 5 255 0.2

経常利益 1,930 2.9 1,447 2.2 3,691 2.9

Ⅶ 特別利益

１ 固定資産売却益 (注2) 184 17 184

２ 固定資産受贈益 ― 129 ―

３ 保険補填収入 31 ― 39

４ その他 7 223 0.3 ― 147 0.2 7 231 0.2

Ⅷ 特別損失

１ 固定資産売却損 (注3) 5 0 5

２ 固定資産除却損 (注4) 3 10 7

３ 投資有価証券評 
  価損

― 9 ―

４ ポイント引当金 
  繰入額

211 ― 211

５ 商品券認識損 ― ― 321

６ 商品券回収損失 
    引当金繰入額

― ― 14

７ 役員退職慰労金 111 4 111

８ 役員退職慰労引 
  当金繰入額

― 132 ―

９ 火災損失 24 ― 27

10 過年度容器包装 
  リサイクル費用

― 355 0.5 207 364 0.5 ― 698 0.6

税金等調整前 
中間(当期) 
純利益

1,797 2.7 1,230 1.9 3,224 2.5

法人税、住民税 
及び事業税

890 620 1,621

法人税等調整額 △103 787 1.2 △33 586 0.9 △212 1,408 1.1

中間(当期) 
純利益

1,010 1.5 643 1.0 1,815 1.4
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

項目

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高(百万円) 8,505 7,964 35,358 △127 51,701

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △249 △249

 中間純利益 1,010 1,010

 自己株式の取得 △７ △７

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円）
― ― 761 △７ 753

平成19年８月31日残高(百万円) 8,505 7,964 36,119 △135 52,454

項目
評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年２月28日残高(百万円) 782 758 53,242

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △249

 中間純利益 1,010

 自己株式の取得 △７

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額（純額）
△295 △758 △1,054

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円）
△295 △758 △301

平成19年８月31日残高(百万円) 487 ― 52,941
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当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日残高(百万円) 8,505 7,964 36,924 △142 53,252

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △277 △277

 中間純利益 643 643

 自己株式の取得 △7 △7

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円）
― ― 366 △7 359

平成20年８月31日残高(百万円) 8,505 7,964 37,291 △149 53,612

項目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成20年２月29日残高(百万円) 280 53,533

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △277

 中間純利益 643

 自己株式の取得 △7

 株主資本以外の項目の中間連結 

 会計期間中の変動額（純額）
△42 △42

中間連結会計期間中の変動額合計 

(百万円）
△42 317

平成20年８月31日残高(百万円) 238 53,850
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前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高(百万円) 8,505 7,964 35,358 △127 51,701

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △249 △249

 当期純利益 1,815 1,815

 自己株式の取得 △14 △14

連結会計年度中の変動額合計 

（百万円）
― ― 1,565 △14 1,551

平成20年２月29日残高(百万円) 8,505 7,964 36,924 △142 53,252

項目
評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成19年２月28日残高(百万円) 782 758 53,242

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △249

 当期純利益 1,815

 自己株式の取得 △14

 株主資本以外の項目の連結会計 

 年度中の変動額（純額）
△501 △758 △1,260

連結会計年度中の変動額合計 

(百万円）
△501 △758 290

平成20年２月29日残高(百万円) 280 ― 53,533
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

  税金等調整前中間 
  (当期)純利益

1,797 1,230 3,224

  減価償却費 899 955 1,897

  のれん償却額 11 11 23

  賞与引当金増減額 125 138 △58

  役員賞与引当金増減額 △57 △10 △47

  ポイント引当金増減額 198 0 206

  商品券回収損失引当金増減額 ― △1 10

  退職給付引当金増減額 △11 △13 △3

  役員退職慰労引当金増減額 ― 137 ―

  受取利息及び受取配当金 △41 △42 △79

  支払利息 121 132 248

  有形固定資産売・除却損益 △175 △6 △171

  固定資産受贈益 ― △129 ―

  投資有価証券売却損益・評価 
  損

― 9 ―

  売上債権増減額 △2 △32 0

  たな卸資産増減額 △36 33 324

  仕入債務増減額 1,641 8,387 △173

  その他資産負債増減額 383 1,774 114

  その他 △33 ― 315

    小計 4,822 12,575 5,830

  利息及び配当金の受取額 41 42 79

  利息の支払額 △118 △132 △251

  法人税等の支払額 △906 △726 △1,775

  その他 24 ― 29

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

3,863 11,759 3,912
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前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 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

△1,891 △658
△3,952

 

  有形固定資産の売却 
  による収入

520 79
520
 

  連結子会社株式の取得 
  による支出

△870 ― △870

  その他 42 △102 △57

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△2,199 △681 △4,359

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

  短期借入金増減額 950 920 2,450

  長期借入れによる収入 ― 500 ―

  長期借入金の返済による支出 △1,769 △1,783 △3,538

  自己株式の取得による支出 △7 △7 △14

  親会社による配当金の支払額 △249 △277 △249

  少数株主への配当金の支払額 △6 ― △6

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△1,082 △647 △1,358

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  に係る換算差額

― ― ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 581 10,429 △1,806

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

8,064 6,258 8,064

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

(注) 8,645 16,687 6,258
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 連結の範囲に関する事項

  子会社は全て連結されておりま

す。

  当該連結子会社は、サン食品

㈱、サン流通㈱、新栄シティ開発

㈱、太陽サービス㈲、の４社であ

ります。

１ 連結の範囲に関する事項

  子会社は全て連結されておりま

す。

  当該連結子会社は、サン食品

㈱、サン流通㈱、新栄シティ開発

㈱、太陽サービス㈲、㈱楠乃家の

５社であります。

１ 連結の範囲に関する事項

  子会社は全て連結されておりま

す。

  当該連結子会社は、サン食品

㈱、サン流通㈱、新栄シティ開発

㈱、太陽サービス㈲、㈱楠乃家の

５社であります。 

 なお、㈱楠乃家は当連結会計年

度において、新規設立により子会

社となっております。

２ 持分法の適用に関する事項

  非連結子会社及び関連会社は該

当ありません。

２ 持分法の適用に関する事項

同左

２ 持分法の適用に関する事項

同左

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

  連結子会社の中間決算日と中間

連結決算日は一致しております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度に関する

事項

  連結子会社の事業年度末日と連

結決算日は一致しております。

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      中間連結会計期間末日

の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全

部純資産直入法により

処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

同左

４ 会計処理基準に関する事項

 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法

  ① 有価証券

    その他有価証券

     時価のあるもの

      当連結会計年度末日の

市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部

純資産直入法により処

理し、売却原価は移動

平均法により算定)

     時価のないもの

      移動平均法による原価

法

     時価のないもの

同左

     時価のないもの

同左

  ② たな卸資産

    商品   主として売価還

元法による原価

法

    貯蔵品  最終仕入原価法

による原価法

  ② たな卸資産

同左

  ② たな卸資産

同左
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前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産の減価償却の

方法

    定率法

    なお、耐用年数及び残存価

額については法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。

    ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物(建物附属設

備を除く)については、定額

法によっております。

(会計処理の変更)

    当中間連結会計期間から、

法人税法の改正（(所得税法

等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６

号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号))に

伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。 

 この結果、従来の方法に比

べて営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益が10

百万円減少しております。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産の減価償却の

方法

    定率法

    なお、耐用年数及び残存価

額については法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。

    ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物(建物附属設

備を除く)については、定額

法によっております。

(追加情報)

    当中間連結会計期間から、

法人税法の改正（(所得税法

等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６

号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号))に

伴い、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、

償却可能限度額に達した連結

会計年度の翌連結会計年度以

降、残存簿価を５年間で均等

償却する方法に変更しており

ます。 

 この結果、従来の方法に比

べて営業利益、経常利益及び

税金等調整前中間純利益が45

百万円減少しております。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産の減価償却の

方法

    定率法

    なお、耐用年数及び残存価

額については法人税法に規定

する方法と同一の基準によっ

ております。

    ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物(建物附属設

備を除く)については、定額

法によっております。

(会計処理の変更)

    当連結会計年度から、法人

税法の改正（(所得税法等の

一部を改正する法律 平成19

年３月30日 法律第６号）及

び（法人税法施行令の一部を

改正する政令 平成19年３月

30日 政令第83号))に伴い、

平成19年４月１日以降に取得

したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変

更しております。 

 この結果、従来の方法に比

べて営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益が38

百万円減少しております。

  ② 無形固定資産の減価償却の

方法

    定額法

    ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社内

における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっており

ます。

  ② 無形固定資産の減価償却の

方法

同左

  ② 無形固定資産の減価償却の

方法

同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権につい

ては、個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上

しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

  ② 賞与引当金

    従業員の賞与の支給に備え

るため、支給対象期間に応じ

た支給見込み額に基づき計上

しております。

  ② 賞与引当金

同左

  ② 賞与引当金

同左
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前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

  ③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額のうち当中

間連結会計期間の負担額を計

上しております。 

 

  ③ 役員賞与引当金

   同左

  ③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額に基づき計

上しております。

  ④ ポイント引当金

ポイントカードにより顧客

に付与されたポイントの使用

に備えるため、当中間連結会

計期間末において将来使用さ

れると見込まれる額を計上し

ております。

  ④ ポイント引当金

   同左

  ④ ポイント引当金  

ポイントカードにより顧客

に付与されたポイントの使用

に備えるため、当連結会計年

度末において将来使用される

と見込まれる額を計上してお

ります。

  ⑤   ────   ⑤ 商品券回収損失引当金   

 一定期間経過後に収益計上

した未回収商品券について、

将来の回収時に発生する損失

に備えるため、過去の実績に

基づく将来の損失見込額を計

上しております。

 

  ⑤ 商品券回収損失引当金

   同左

  ⑥ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当中間

連結会計期間末において発生

していると認められる額を計

上しております。

 数理計算上の差異は、その

発生年度の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（13

年）による定額法によりそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することにしてお

ります。

  ⑥ 退職給付引当金

    同左

  ⑥ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生して

いると認められる額を計上し

ております。

 数理計算上の差異は、その

発生年度の従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数（13

年）による定額法によりそれ

ぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理することにしてお

ります。

  ⑦   ────

 

  ⑦ 役員退職慰労引当金

当社及び連結子会社サン食

品㈱及びサン流通㈱は、役員

の退職慰労金の支出に備える

ため、役員退職慰労金規程に

基づく当中間連結会計期間末

要支給額を計上しておりま

す。

  ⑦   ────

 (4) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。

 (4) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (4) 重要なリース取引の処理方法

同左

㈱タイヨー（9949）　平成21年２月期中間決算短信

－19－



  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 (5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の処理方法

   消費税及び地方消費税の会計

処理は税抜方式によっておりま

す。

 (5) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

   消費税等の処理方法

同左

 (5) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

   消費税等の処理方法

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価格変

動について僅少なリスクしか負わ

ない取得日から３ヶ月以内に満期

または償還期限の到来する短期投

資からなっております。

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左
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(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(ポイント引当金)

当社は従来、ポイントカードに付与

されるポイントは、値引時に売上高か

ら控除しておりましたが、ポイント慣

行の定着に伴い将来に与える影響を無

視できなくなっていること及び将来の

使用割合を合理的に算定できるように

なったことから、当中間連結会計期間

から過去の使用実績に基づき将来使用

されると見込まれるポイント金額をポ

イント引当金として計上する方法に変

更いたしました。 

 この結果、従来の方法に比べて当中

間連結会計期間の売上高は12百万円増

加し、営業利益及び経常利益も同額増

加しております。 

 また、特別損失は211百万円増加

し、これらの結果、税金等調整前中間

純利益は198百万円減少しておりま

す。

（役員退職慰労引当金）

当社及び連結子会社サン食品㈱及び

サン流通㈱は従来、役員退職慰労金を

支出時に費用として計上しておりまし

たが、役員退職慰労金規程が整備され

たことに伴い、「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の引当金又は準備

金並びに役員退職慰労引当金等に関す

る監査上の取扱い」（日本公認会計士

協会 平成19年４月13日 監査・保証

実務委員会報告第42号）を適用し、当

中間連結会計期間から役員退職慰労金

規程に基づく中間連結会計期間末要支

給額を役員退職慰労引当金として計上

する方法に変更いたしました。 

 この結果、従来の方法に比べて当中

間連結会計期間の営業利益及び経常利

益は５百万円減少しております。 

 また、過年度相当額132百万円を特

別損失に計上した結果、税金等調整前

中間純利益は137百万円減少しており

ます。

(ポイント引当金)

当社は従来、ポイントカードに付与されるポ
イントは、値引時に売上高から控除しておりま
したが、ポイント慣行の定着に伴い将来に与え
る影響を無視できなくなっていること及び将来
の使用割合を合理的に算定できるようになった
ことから、当連結会計年度から過去の使用実績
に基づき将来使用されると見込まれるポイント
金額をポイント引当金として計上する方法に変
更いたしました。 
 この結果、従来の方法に比べて当連結会計年
度の売上高は５百万円増加し、営業利益及び経
常利益も同額増加しております。 
 また、特別損失は211百万円増加し、これらの
結果、税金等調整前当期純利益は206百万円減少
しております。

(商品券）

当社は従来、法人税法に準じて発行後一定期
間内の未回収商品券を発行連結会計年度の売上
として計上し、当該売上に対する原価見積額を
売上原価として計上するとともに、一定期間経
過後の未回収商品券を営業収入として計上して
おりました。「租税特別措置法上の準備金及び
特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰
労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公
認会計士協会 平成19年４月13日 監査・保証
実務委員会報告第42号）が公表されたことを契
機に商品券に係る発行管理データを整備したこ
とに伴い、当連結会計年度から発行後一定期間
内の未回収商品券を負債として計上し、一定期
間経過後の未回収商品券を営業外収益として計
上する方法に変更いたしました。また、一定期
間経過後に営業外収益に計上した未回収商品券
は、将来の回収時に発生する損失に備えるた
め、過去の実績に基づく将来の損失見込額を商
品券回収損失引当金として計上する方法に変更
いたしました。 
 この結果、従来の方法に比べて当連結会計年
度の売上高は23百万円、売上原価は19百万円そ
れぞれ増加し、営業収入は41百万円減少し、営
業利益は37百万円減少するとともに、営業外収
益は19百万円、営業外費用は3百万円それぞれ増
加し、経常利益は21百万円減少しました。 
 また、過年度の未回収商品券の認識に係る損
失321百万円及び商品券回収損失引当金14百万円
を特別損失に計上した結果、税金等調整前当期
純利益は357百万円減少しております。 
 なお、当該会計処理が下期に行われたのは、
商品券に係る発行管理データが下期に取得可能
になったことによるものであります。 
 従って、当中間連結会計期間は従来の方法に
よっており、変更を行った場合と比べ、売上高
は33百万円、売上原価は26百万円それぞれ少な
く、営業収入は31百万円多く計上されており、
営業利益は24百万円多く計上されるとともに、
営業外収益は11百万円、営業外費用は０百万円
それぞれ少なく、経常利益は14百万円多く計上
されております。 
 また、特別損失は335百万円少なく、税金等調
整前中間純利益は349百万円多く計上しておりま
す。
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(表示方法の変更)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

(中間連結損益計算書関係) 

「受取配当金」は営業外収益の10／100を超えることに

なったため、当中間連結会計期間から区分掲記してお

ります。 

 なお、前中間連結会計期間に営業外収益の「その

他」に含まれていた「受取配当金」は11百万円であり

ます。

         ―――――

(追加情報)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日）

    ――――― (商品券に係る前中間連結会計期間

と当中間連結会計期間との会計処理

の首尾一貫性の注記)

当社は従来、法人税に準じて発行

後一定期間内の未回収商品券を発行

中間連結会計期間の売上として計上

し、当該売上に対する原価見積額を

売上原価として計上するとともに、

一定期間経過後の未回収商品券を営

業収入として計上しておりました

が、前連結会計年度の下期から発行

後一定期間内の未回収商品券を負債

として計上し、一定期間経過後の未

回収商品券を営業外収益として計上

する方法に変更いたしました。ま

た、一定期間経過後に営業外収益に

計上した未回収商品券は、将来の回

収時に発生する損失に備えるため、

過去の実績に基づく将来の損失見込

額を商品券回収損失引当金として計

上する方法に変更いたしました。 

 従って、前中間連結会計期間は従

来の方法によっており、変更を行っ

た場合と比べ、売上高は33百万円、

売上原価は26百万円それぞれ少な

く、営業収入は31百万円多く計上さ

れており、営業利益は24百万円多く

計上されるとともに、営業外収益は

11百万円、営業外費用は０百万円そ

れぞれ少なく、経常利益は14百万円

多く計上されております。 

 また、特別損失は335百万円少な

く、税金等調整前中間純利益は349

百万円多く計上しております。

    ―――――
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(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年２月29日)

(注１)有形固定資産減価償却累計額

32,304百万円

(注１)有形固定資産減価償却累計額

33,999百万円

(注１)有形固定資産減価償却累計額

33,209百万円

(注２)このうち、建物921百万円、

土地2,888百万円は、短期借

入金2,770百万円、一年以内

返済予定の長期借入金660百

万円、長期借入金5,304百万

円の担保に供しております。

(注２)このうち、建物915百万円、

土地2,888百万円は、短期借

入金3,130百万円、一年以内

返済予定の長期借入金1,156

百万円、長期借入金4,148百

万円の担保に供しておりま

す。

(注２)このうち、建物909百万円、

土地2,888百万円は、短期借

入金2,850百万円、一年以内

返済予定の長期借入金660百

万円、長期借入金4,974百万

円の担保に供しております。

 

(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

(注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。

従業員 
給料賞与

5,600百万円

賞与引当金 
繰入額

904

役員賞与引
当金繰入額

9

退職給付 
費用

158

(注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。

従業員
給料賞与

5,744百万円

賞与引当金
繰入額

860

役員賞与引
当金繰入額

9

退職給付
費用

160

役員退職慰
労引当金繰
入額

  5

 

(注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。

従業員 
給料賞与

12,181百万円

賞与引当金 
繰入額

722

役員賞与引
当金繰入額

19

退職給付 
費用

316

(注２) 固定資産売却益の内容は次
のとおりであります。

土地 184百万円

その他 0

計 184

 

(注２) 固定資産売却益は土地の売
却によるものであります。

(注２) 固定資産売却益の内容は次
のとおりであります。

土地 184百万円

その他 0

計 184

(注３) 固定資産売却損の内容は次
のとおりであります。

土地 5百万円

その他 0

計 5
 

(注３) 固定資産売却損はその他
（機械装置及び運搬具）の売
却によるものであります。

(注３) 固定資産売却損の内容は次
のとおりであります。

土地 5百万円

その他 0

計 5

 

(注４) 固定資産除却損はその他
（器具及び備品）の除却によ
るものであります。

 

(注４) 固定資産除却損の内容は次
のとおりであります。

建物及び 

構築物
4百万円

その他 6

計 10
 

(注４) 固定資産除却損の内容は次
のとおりであります。

建物及び 

構築物
1百万円

その他 5

計 7
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   前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
２．配当に関する事項 

   配当金支払額 

 
  

   当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
２．配当に関する事項 

   配当金支払額 

 
  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

 前連結会計年度末(株） 増加（株） 減少（株）
当中間連結会計
期間末（株）

発行済株式

 普通株式 27,818,895       ―       ― 27,818,895

自己株式

 普通株式(注) 104,670 6,164       ― 110,834

 (注） 自己株式（普通株式）の増加6,164株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり 基準日 効力発生日

（百万円） 配当金（円）

平成19年5月24日
普通株式      249     9 平成19年2月28日 平成19年5月23日

の定時株主総会

 前連結会計年度末(株） 増加（株） 減少（株）
当中間連結会計
期間末（株）

発行済株式

 普通株式 27,818,895 ― ― 27,818,895

自己株式

 普通株式(注) 116,382 6,332 ― 122,714

 (注） 自己株式（普通株式）の増加6,332株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり 基準日 効力発生日

（百万円） 配当金（円）

平成20年5月22日
普通株式 277 10 平成20年2月29日 平成20年5月23日

の定時株主総会
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   前連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
２．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

  

 
  

 前連結会計年度末(株） 増加（株） 減少（株） 当連結会計年度末（株)

発行済株式

 普通株式 27,818,895 ― ― 27,818,895

自己株式

 普通株式(注) 104,670 11,712 ― 116,382

 (注） 自己株式（普通株式）の増加11,712株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり 基準日 効力発生日

（百万円） 配当金（円）

平成19年5月24日
普通株式      249     9 平成19年２月28日 平成19年5月25日

の定時株主総会

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 １株当たり 基準日 効力発生日

（百万円） 配当金 (円)

平成20年５月22日
普通株式 利益剰余金 277  10  平成20年２月29日 平成20年５月23日

の定時株主総会

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

（注）現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 8,645百万円

現金及び 
現金同等物

8,645百万円

 

（注）現金及び現金同等物の中間期

末残高と中間連結貸借対照表に記載

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 16,687百万円

現金及び
現金同等物

16,687百万円

（注）現金及び現金同等物の期末残

高と連結貸借対照表に記載されてい

る科目の金額との関係

現金及び預金勘定 6,258百万円

現金及び
現金同等物

6,258百万円
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

当社グループは、商・製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性から判断して、同種・

同系列の商・製品を専ら製造販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませ

ん。 

  

当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

当社グループは、商・製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性から判断して、同種・

同系列の商・製品を専ら製造販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませ

ん。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

当社グループは、商・製品の種類、性質、製造方法、販売方法等の類似性から判断して、同種・

同系列の商・製品を専ら製造販売しているので、事業の種類別セグメント情報は記載しておりませ

ん。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないので、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないので、該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

本邦以外の国又は地域への売上はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

本邦以外の国又は地域への売上はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

本邦以外の国又は地域への売上はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末 
残高 

相当額 
(百万円)

その他 
(機械装置 
及び 
運搬具)

208 98 109

その他 
(器具及び 
備品)

431 186 245

計 639 284 355

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

中間期末
残高 

相当額 
(百万円)

その他 
(機械装置 
及び 
運搬具)

301 139 162

その他 
(器具 
及び備品)

511 288 222

計 812 427 385

取得価額 
相当額 

(百万円)

減価償却 
累計額 
相当額 

(百万円)

期末残高
相当額 

(百万円)

その他
(機械装置 
及び 
運搬具)

208 115 92

その他
(器具及び 
備品)

425 233 192

計 633 349 284

  取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。

  取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。

  取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 129百万円

１年超 225

計 355

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 152百万円

１年超 232

計 385

② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 128百万円

１年超 156

計 284

  未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しており

ます。

  未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しており

ます。

  未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 63百万円

減価償却費 
相当額

63百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 76百万円

減価償却費
相当額

76百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 128百万円

減価償却費 
相当額

128百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。
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前中間連結会計期間末(平成19年８月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成20年８月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(有価証券関係)

取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

   株式 1,144 1,937 793

合計 1,144 1,937 793

区分
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 6

取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

   株式 1,135 1,535 400

合計 1,135 1,535 400

区分
中間連結貸借対照表計上額 

(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 6
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前連結会計年度末(平成20年２月29日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

  売却損益の合計額の金額の重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

前中間連結会計期間末（平成19年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末（平成20年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末（平成20年２月29日） 

該当事項はありません。 

取得原価(百万円)
連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

(連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの)

   株式 750 1,288 538

小計 750 1,288 538

(連結貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの)

   株式 394 327 △66

小計 394 327 △66

合計 1,144 1,616 471

２  当連結会計年度中に売却したその他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 非上場株式 6

(デリバティブ取引関係)
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（注） １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎 
  

 
  

  前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

   該当事項はありません。 

  

 当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

   該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

   該当事項はありません。 

  

  

(１株当たり情報)

区分
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 1,910円69銭 1,944円33銭 1,932円43銭

１株当たり中間(当期)純利益 36円46銭 23円24銭 65円51銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間(当期)純利益

潜在株式調整後１株当た
り中間純利益について
は、潜在株式が存在しな
いため記載しておりませ
ん。 
 

    同左 潜在株式調整後１株当た
り当期純利益について
は、潜在株式が存在しな
いため記載しておりませ
ん。

項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

中間連結損益計算書上の中間 
(当期)純利益(百万円)

1,010 643 1,815

普通株式に係る中間(当期) 
純利益(百万円)

1,010 643 1,815

普通株主に帰属しない金額 
(百万円)

― ― ―

普通株式の期中平均株式数 
(千株)

27,710 27,699 27,707

(重要な後発事象)
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５ 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 8,249 15,284 5,794

 ２ 売掛金 82 78 75

 ３ たな卸資産 6,917 6,521 6,558

 ４ その他 1,519 1,654 1,845

   流動資産合計 16,770 18.8 23,538 24.5 14,274 16.6

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 (注1)

  １ 建物 (注2) 17,457 17,138 16,898

  ２ 土地 (注2) 45,081 45,368 45,162

  ３ その他 2,457 2,480 2,236

   有形固定 
   資産合計

64,996 72.6 64,987 67.6 64,297 74.6

 (2) 無形固定資産 105 0.1 109 0.1 106 0.1

 (3) 投資その他 
   の資産

  １ 投資有価証券 1,932 1,532 1,613

  ２ 関係会社株式 4,166 4,166 4,166

  ３ その他 1,656 1,927 1,841

  ４ 貸倒引当金 △139 △139 △139

   投資その他 
   の資産合計

7,615 8.5 7,487 7.8 7,482 8.7

   固定資産合計 72,718 81.2 72,584 75.5 71,886 83.4

   資産合計 89,488 100.0 96,122 100.0 86,160 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 9,612 15,363 7,782

 ２ 短期借入金 (注2) 10,508 12,876 11,908

 ３ 未払法人税等 842 634 709

 ４ 未払消費税等 107 194 163

 ５ 賞与引当金 884 836 702

 ６ 役員賞与引当金 9 9 18

 ７ ポイント引当金 198 206 206

 ８ 商品券回収損失 
   引当金

― 8 10

 ９ その他 4,242 4,910 2,632

   流動負債合計 26,405 29.5 35,041 36.5 24,134 28.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の
要約貸借対照表 

(平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 (注2) 9,158 6,240 7,554

 ２ 退職給付引当金 1,195 1,182 1,197

 ３ 役員退職慰労 
   引当金

― 131 ―

 ４ 預り敷金及び 
   保証金

624 620 637

   固定負債合計 10,978 12.3 8,174 8.5 9,390 10.9

   負債合計 37,384 41.8 43,215 45.0 33,524 38.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 (1) 資本金 8,505 9.5 8,505 8.8 8,505 9.9

 (2) 資本剰余金

    資本準備金 7,964 7,964 7,964

    資本剰余金 
    合計

7,964 8.9 7,964 8.3 7,964 9.2

 (3) 利益剰余金

  １ 利益準備金 454 454 454

  ２ その他利益 
    剰余金

    別途積立金 33,530 34,980 33,530

    繰越利益 
    剰余金

1,299 911 2,041

    利益剰余金 
    合計

35,284 39.4 36,346 37.8 36,026 41.8

 (4) 自己株式 △135 △0.1 △149 △0.1 △142 △0.1

   株主資本合計 51,618 57.7 52,667 54.8 52,354 60.8

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

485 238 281

   評価・換算差額 
   等合計

485 0.5 238 0.2 281 0.3

   純資産合計 52,104 58.2 52,906 55.0 52,636 61.1

   負債純資産合計 89,488 100.0 96,122 100.0 86,160 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 65,131 100.0 63,162 100.0 128,578 100.0

Ⅱ 売上原価 51,826 79.6 50,129 79.4 102,177 79.5

   売上総利益 13,305 20.4 13,032 20.6 26,401 20.5

Ⅲ 営業収入 746 1.2 747 1.2 1,443 1.2

   営業総利益 14,051 21.6 13,779 21.8 27,844 21.7

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費

12,243 18.8 12,442 19.7 24,398 19.0

   営業利益 1,807 2.8 1,337 2.1 3,446 2.7

Ⅴ 営業外収益 (注1) 132 0.2 160 0.3 258 0.2

Ⅵ 営業外費用 (注2) 108 0.2 122 0.2 225 0.2

   経常利益 1,831 2.8 1,374 2.2 3,479 2.7

Ⅶ 特別利益 31 0.1 147 0.2 39 0.0

Ⅷ 特別損失 244 0.4 357 0.6 587 0.4

   税引前中間 
   (当期)純利益

1,618 2.5 1,163 1.8 2,932 2.3

   法人税、住民税 
   及び事業税

808 603 1,485

   法人税等調整額 △109 699 1.1 △36 566 0.9 △214 1,270 1.0

   中間(当期) 
   純利益

919 1.4 596 0.9 1,662 1.3
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

項目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金 自己株式 株主資本合計

資本準備金 利益準備金 別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成19年２月28日残高(百万円) 8,505 7,964 454 31,730 2,429 △127 50,956

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 1,800 △1,800 ―

 剰余金の配当 △249 △249

 中間純利益 919 919

 自己株式の取得 △7 △7

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― ― ― 1,800 △1,129 △7 662

平成19年８月31日残高(百万円) 8,505 7,964 454 33,530 1,299 △135 51,618

項目

評価・換算差額等

純資産合計
その他 

有価証券 
評価差額金

平成19年２月28日残高(百万円) 774 51,731

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 ―

 剰余金の配当 △249

 中間純利益 919

 自己株式の取得 △7

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
△289 △289

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△289 372

平成19年８月31日残高(百万円) 485 52,104
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当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金 自己株式 株主資本合計

資本準備金 利益準備金 別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成20年２月29日残高(百万円) 8,505 7,964 454 33,530 2,041 △142 52,354

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 1,450 △1,450 ―

 剰余金の配当 △277 △277

 中間純利益 596 596

 自己株式の取得 △7 △７

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
― ― ― 1,450 △1,130 △７ 312

平成20年８月31日残高(百万円) 8,505 7,964 454 34,980 911 △149 52,667

項目

評価・換算差額等

純資産合計
その他 

有価証券 
評価差額金

平成20年２月29日残高(百万円) 281 52,636

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 ―

 剰余金の配当 △277

 中間純利益 596

 自己株式の取得 △7

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
△42 △42

中間会計期間中の変動額合計 

(百万円)
△42 269

平成20年８月31日残高(百万円) 238 52,906
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

 
  

項目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

その他利益剰余金 自己株式 株主資本合計

資本準備金 利益準備金 別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成19年２月28日残高(百万円) 8,505 7,964 454 31,730 2,429 △127 50,956

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立 1,800 △1,800 ―

 剰余金の配当 △249 △249

 当期純利益 1,662 1,662

 自己株式の取得 △14 △14

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
― ― ― 1,800 △387 △14 1,397

平成20年２月29日残高(百万円) 8,505 7,964 454 33,530 2,041 △142 52,354

項目

評価・換算差額等

純資産合計
その他 

有価証券 
評価差額金

平成19年２月28日残高(百万円) 774 51,731

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立 ―

 剰余金の配当 △249

 当期純利益 1,662

 自己株式の取得 △14

 株主資本以外の項目の中間 

 会計期間中の変動額(純額)
△492 △492

事業年度中の変動額合計 

(百万円)
△492 905

平成20年２月29日残高(百万円) 281 52,636
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 資産の評価基準及び評価

方法

 (1) 有価証券 子会社株式

 移動平均法による原価法

その他有価証券

 時価のあるもの

  中間決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全部

純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により

算定)

子会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

同左

子会社株式

同左

その他有価証券

 時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく

時価法(評価差額は全部純資

産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算

定)

 時価のないもの

  移動平均法による原価法

 時価のないもの

同左

 時価のないもの

同左

 (2) たな卸資産 評価基準       原価法

評価方法

 商品

  (店舗)  売価還元法

  (流通センター)

       最終仕入原価法

 貯蔵品   最終仕入原価法

同左 同左

２ 固定資産の減価償却の方

法

 (1) 有形固定資産 定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額に

ついては法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物(建物附属設備を除く)

については、定額法によっており

ます。

（会計処理の変更）

当中間会計期間から、法人税

法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。 

 この結果、従来の方法に比べ

て営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益が10百万円減少し

ております。

定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額に

ついては法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物(建物附属設備を除く)

については、定額法によっており

ます。

（追加情報）

当中間会計期間から、法人税

法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号）及び（法人税

法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年３月31日

以前に取得したものについて

は、償却可能限度額に達した事

業年度の翌事業年度以降、残存

簿価を５年で均等償却する方法

に変更しております。 

 この結果、従来の方法に比べ

て営業利益、経常利益及び税引

前中間純利益が38百万円減少し

ております。

定率法 

 なお、耐用年数及び残存価額に

ついては法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物(建物附属設備を除く)

については、定額法によっており

ます。

（会計処理の変更）

当事業年度から、法人税法の

改正((所得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３月30日

法律第６号）及び（法人税法施

行令の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83号))

に伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改

正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。 

 この結果、従来の方法に比べ

て営業利益、経常利益及び税引

前当期純利益が38百万円減少し

ております。

 (2) 無形固定資産 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間(５年)に基づいて定額法を

採用しております。

同左        同左
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

３ 引当金の計上基準

 (1)貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可

能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

同左 同左

  (2)賞与引当金  従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給対象期間に応じた支給見

込み額に基づき計上しておりま

す。

同左 同左

  (3)役員賞与引当金  役員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額のうち当中間会計

期間の負担額を計上しておりま

す。

同左  役員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額に基づき計上して

おります。

  (4) ポイント引当金  ポイントカードにより顧客に付

与されたポイントの使用に備える

ため、当中間会計期間末において

将来使用されると見込まれる額を

計上しております。

同左

 

 ポイントカードにより顧客に付

与されたポイントの使用に備える

ため。当事業年度末において将来

使用されると見込まれる額を計上

しております。

  (5) 商品券回収損失引当 

   金

─────  一定期間経過後に収益計上した

未回収商品券について、将来の回

収時に発生する損失に備えるた

め、過去の実績に基づく将来の損

失見込額を計上しております。

同左

 (6) 退職給付引当金  従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基

づき、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を計

上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生

年度の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数(13年)による定額

法によりそれぞれ発生の翌期から

費用処理することにしておりま

す。

同左

      

 

 

 従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき、

当期末において発生していると認

められる額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、その発生

年度の従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数(13年)による定額

法によりそれぞれ発生の翌期から

費用処理することにしておりま

す。

 (7) 役員退職慰労引当金 ─────  役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程に基

づく当中間会計期間末要支給額を

計上しております。

─────

４ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっておりま

す。

同左 同左

５ その他中間財務諸表(財

務諸表)作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

（ポイント引当金)

当社は従来、ポイントカードに付与

されるポイントは、値引時に売上高か

ら控除しておりましたが、ポイント慣

行の定着に伴い将来に与える影響を無

視できなくなっていること及び将来の

使用割合を合理的に算定できるように

なったことから、当中間会計期間から

過去の使用実績に基づき将来使用され

ると見込まれるポイント金額をポイン

ト引当金として計上する方法に変更い

たしました。 

 この結果、従来の方法に比べて当中

間会計期間の売上高は12百万円増加

し、営業利益及び経常利益も同額増加

しております。 

 また、特別損失は211百万円増加

し、これらの結果、税引前中間純利益

は198百万円減少しております。

（役員退職慰労引当金）

当社は従来、役員退職慰労金を支出

時に費用として計上しておりました

が、役員退職慰労金規程が整備された

ことに伴い、「租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金

並びに役員退職慰労引当金等に関する

監査上の取扱い」(日本公認会計士協

会 平成19年４月13日 監査・保証実

務委員会報告第42号)を適用し、当中

間会計期間から役員退職慰労金規程に

基づく中間会計期間末要支給額を役員

退職慰労引当金として計上する方法に

変更いたしました。 

 この結果、従来の方法に比べて当中

間会計期間の営業利益及び経常利益は

４百万円減少しております。 

 また、過年度相当額127百万円を特

別損失に計上した結果、税引前中間純

利益は131百万円減少しております。

（ポイント引当金）

当社は従来、ポイントカードに付与されるポ
イントは、値引時に売上高から控除しておりま
したが、ポイント慣行の定着に伴い将来に与え
る影響を無視できなくなっていること及び将来
の使用割合を合理的に算定できるようになった
ことから、当事業年度から過去の使用実績に基
づき将来使用されると見込まれるポイント金額
をポイント引当金として計上する方法に変更い
たしました。 
 この結果、従来の方法に比べて当事業年度の
売上高は5百万円増加し、営業利益及び経常利益
も同額増加しております。 
 また、特別損失は211百万円増加し、これらの
結果、税引前当期純利益は206百万円減少してお
ります。
（商品券）

当社は従来、法人税法に準じて発行後一定期
間内の未回収商品券を発行事業年度の売上とし
て計上し、当該売上に対する原価見積額を売上
原価として計上するとともに、一定期間経過後
の未回収商品券を営業収入として計上しており
ました。「租税特別措置法上の準備金及び特別
法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引
当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会
計士協会 平成19年４月13日 監査・保証実務
委員会報告第42号）が公表されたことを契機に
商品券に係る発行管理データを整備したことに
伴い、当事業年度から発行後一定期間内の未回
収商品券を負債として計上し、一定期間経過後
の未回収商品券を営業外収益として計上する方
法に変更いたしました。また、一定期間経過後
に営業外収益に計上した未回収商品券は、将来
の回収時に発生する損失に備えるため、過去の
実績に基づく将来の損失見込額を商品券回収損
失引当金として計上する方法に変更いたしまし
た。 
 この結果、従来の方法に比べて当事業年度の
売上高は23百万円、売上原価は19百万円それぞ
れ増加し、営業収入は41百万円減少し、営業利
益は37百万円減少するとともに、営業外収益は
19百万円、営業外費用は3百万円それぞれ増加
し、経常利益は21百万円減少しました。 
 また、過年度の未回収商品券の認識に係る損
失321百万円及び商品券回収損失引当金14百万円
を特別損失に計上した結果、税引前当期純利益
は357百万円減少しております。 
 なお、当該会計処理が下期に行われたのは、
商品券に係る発行データが下期に取得可能にな
ったことによるものであります。 
 従って、当中間会計期間は従来の方法によっ
ており、変更を行った場合と比べ、売上高は33
百万円、売上原価は26百万円それぞれ少なく、
営業収入は31百万円多く計上されており、営業
利益は24百万円多く計上されるとともに、営業
外収益は11百万円、営業外費用は０百万円それ
ぞれ少なく、経常利益は14百万円多く計上され
ております。 
 また、特別損失は335百万円少なく、税引前中
間純利益は349百万円多く計上しております。

㈱タイヨー（9949）　平成21年２月期中間決算短信

－39－



(追加情報)

前中間会計期間
（自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日）

当中間会計期間
（自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日）

前事業年度
（自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日）

───── (商品券に係る前中間会計期間と当

中間会計期間との会計処理の首尾一

貫性の注記)

当社は従来、法人税に準じて発行

後一定期間内の未回収商品券を発行

中間会計期間の売上として計上し、

当該売上に対する原価見積額を売上

原価として計上するとともに、一定

期間経過後の未回収商品券を営業収

入として計上しておりましたが、前

事業年度の下期から発行後一定期間

内の未回収商品券を負債として計上

し、一定期間経過後の未回収商品券

を営業外収益として計上する方法に

変更いたしました。また、一定期間

経過後に営業外収益に計上した未回

収商品券は、将来の回収時に発生す

る損失に備えるため、過去の実績に

基づく将来の損失見込額を商品券回

収損失引当金として計上する方法に

変更いたしました。 

 従って、前中間会計期間は従来の

方法によっており、変更を行った場

合と比べ、売上高は33百万円、売上

原価は26百万円それぞれ少なく、営

業収入は31百万円多く計上されてお

り、営業利益は24百万円多く計上さ

れるとともに、営業外収益は11百万

円、営業外費用は０百万円それぞれ

少なく、経常利益は14百万円多く計

上されております。 

 また、特別損失は335百万円少な

く、税引前中間純利益は349百万円

多く計上しております。

─────
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末 
(平成20年２月29日)

(注１) 有形固定資産減価償却累計

額

29,089百万円

(注１) 有形固定資産減価償却累計

額

30,679百万円

(注１) 有形固定資産減価償却累計

額

29,933百万円

(注２) 担保資産

建物 918百万円

土地 2,250

計 3,169

(注２) 担保資産

建物 913百万円

土地 2,250

計 3,163

(注２) 担保資産

建物 906百万円

土地 2,250

計 3,157

    担保目的

短期借入金 2,420百万円

長期借入金 5,964

(一年内に返済予定の
長期借入金を含む)

計 8,384

    担保目的

短期借入金 2,680百万円

長期借入金 5,304

(一年内に返済予定の
長期借入金を含む)

計 7,984

    担保目的

短期借入金 2,450百万円

長期借入金 5,634

(一年内に返済予定の 
長期借入金を含む)

計 8,084

(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

(注１) 営業外収益のうち主なもの

受取利息 27百万円
 

(注１) 営業外収益のうち主なもの

受取利息 27百万円
 

(注１) 営業外収益のうち主なもの

受取利息 57百万円

 

(注２) 営業外費用のうち主なもの

支払利息 106百万円
 

(注２) 営業外費用のうち主なもの

支払利息 117百万円
 

(注２) 営業外費用のうち主なもの

支払利息 218百万円

減価償却実施額

有形固定資産 827百万円

無形固定資産 1

計 829

減価償却実施額

有形固定資産 878百万円

無形固定資産 1

計 879

減価償却実施額

有形固定資産 1,752百万円

無形固定資産 2

計 1,755
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   前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 （注）自己株式（普通株式）の増加6,164株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

   当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 （注）自己株式（普通株式）の増加6,332株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

   前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

   自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
 （注）自己株式（普通株式）の増加 11,712株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

(中間株主資本等変動計算書関係)

株式の種類  前事業年度末（株）  増加（株）  減少（株） 当中間会計期間末(株)

普通株式（注） 104,670 6,164 ― 110,834

株式の種類  前事業年度末（株）  増加（株）  減少（株） 当中間会計期間末(株)

普通株式（注） 116,382 6,332 ― 122,714

株式の種類  前事業年度末（株）  増加（株）  減少（株） 当事業年度末(株)

普通株式（注） 104,670 11,712 ― 116,382
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(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

 リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

その他
(器具及び備品)

(百万円)

取得価額 
相当額

428

減価償却 
累計額相当額

184

中間期末残高 
相当額

243

その他
(器具及び備品)

(百万円)

取得価額
相当額

498

減価償却
累計額相当額

283

中間期末残高
相当額

214

その他
(器具及び備品)

(百万円)

取得価額 
相当額

422

減価償却 
累計額相当額

232

期末残高 
相当額

190

  取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。

  取得価額相当額は、未経過リー

ス料中間期末残高が有形固定資産

の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により

算定しております。

  取得価額相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定し

ております。

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 94百万円

１年超 149

計 243

② 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年以内 101百万円

１年超 113

計 214

② 未経過リース料期末残高相当額 

 

１年以内 93百万円

１年超 97

計 190

  未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しており

ます。

  未経過リース料中間期末残高相

当額は、未経過リース料中間期末

残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定しており

ます。

  未経過リース料期末残高相当額

は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 46百万円

減価償却費相当額 46百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 51百万円

減価償却費相当額 51百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 92百万円

減価償却費相当額 92百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

㈱タイヨー（9949）　平成21年２月期中間決算短信

－43－



前中間会計期間末(平成19年８月31日)、当中間会計期間末(平成20年８月31日)及び前事業年度末

(平成20年２月29日)いずれにおいても、子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありませ

ん。 

  

  中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

    前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

     該当事項はありません。 

  

    当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

     該当事項はありません。 

  

    前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

     該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

(有価証券関係)

(１株当たり情報)

(重要な後発事象)

６ その他
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