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1.  21年2月期の連結業績（平成20年3月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年2月期 127,173 △2.6 3,374 △8.4 3,414 △7.5 676 △62.7

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

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率

営業収益営業利益
率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年2月期 24.44 ― 1.3 3.7 2.7
20年2月期 65.51 ― 3.4 4.0 2.8

（参考） 持分法投資損益 21年2月期  ―百万円 20年2月期  ―百万円

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

21年2月期 95,201 53,791 56.5 1,942.78
20年2月期 91,373 53,533 58.6 1,932.43

（参考） 自己資本   21年2月期  53,791百万円 20年2月期  53,533百万円

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

21年2月期 8,966 △2,297 △1,906 11,020
20年2月期 3,912 △4,359 △1,358 6,258

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年2月期 ― ― ― 10.00 10.00 277 15.3 0.5
21年2月期 ― ― ― 9.00 9.00 249 36.8 0.5

22年2月期 
（予想）

― ― ― 9.00 9.00 13.8

3.  22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

67,300 4.9 2,000 39.3 2,000 38.2 900 39.8 32.51

通期 134,600 5.8 4,000 18.5 4,000 17.1 1,800 165.9 65.01



4.  その他 

(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  

（注） 詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(2) 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（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） 

〔（注） 詳細は、18ページ（会計処理の変更）をご覧ください。〕 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年2月期 27,818,895株 20年2月期 27,818,895株

② 期末自己株式数 21年2月期  131,139株 20年2月期  116,382株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年2月期 126,694 △2.6 3,115 △9.6 3,186 △8.4 544 △67.3

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

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年2月期 19.65 ―

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

21年2月期 89,292 52,760 59.1 1,905.56
20年2月期 86,160 52,636 61.1 1,900.05

（参考） 自己資本 21年2月期  52,760百万円 20年2月期  52,636百万円

2.  22年2月期の個別業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 

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

第2四半期 
累計期間

67,000 4.8 1,750 30.9 1,750 27.4 750 25.6 27.09

通期 134,000 5.8 3,500 12.4 3,500 9.9 1,500 175.6 54.18



①当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響による自動車、電機、鉱工業等の生

産の大幅な減少や、株価の下落、建設業や不動産業を中心とした企業倒産の増加に加え、雇用・所得環

境の悪化と消費者心理の冷え込みによる個人消費の低迷など、景気の悪化が一段と強まる結果となりま

した。 

 当社グループの営業基盤である南九州地区経済は、生産活動におきましては電子部品関連が低調で、

食料品関連も伸び悩み、投資関連では民間建築工事等が低調に推移するなど、景気は悪化の一途をたど

り、流通を取り巻く環境も大変厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のもと、当社グループは、グッドカンパニー実現のために第一次中期経営計画を策定

するとともに、引き続き一貫した顧客第一主義と、地域密着型の販売・サービス体制で取り組んでまい

りました。 

 営業政策面におきましては、50円均一セール企画を付加した「百均市」、「今が旬・祭」、「５時の

たて市」等の売りの企画を、継続かつ積極的に実施いたしました。新たに、値頃感のある大容量パック

商品の品揃えを重視した企画「節約宣言ジャンボまつり」を実施し、また、「健気くン」という統一ブ

ランドの野菜・果物の販売や、化学調味料・合成保存料・合成着色料・合成香料を使用しない加工食品

「美味安心」の販売を開始いたしました。さらに、鹿児島の伝統野菜の品揃えを充実し、地産地商地消

の取り組みを推進するとともに、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

の取り組みを開始し、旬の食材の調理方法の提案など、お客様へ役立つ情報を提供してまいりました。

 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

生産技術の向上に努め、厳選した原料・素材と製法にこだわった商品の販路拡大に注力してまいりまし

た。 

 その他の子会社等におきましては、当社及び当社の連結子会社等が発起人となり、農業生産法人「株

式会社アグリ太陽」を設立し、姶良郡蒲生町と立地協定を結びました。株式会社アグリ太陽は同町の農

地で、パプリカ、トマト、ナスを栽培し、販売する予定であります。 

 管理政策面におきましては、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。環

境保全活動や社会貢献活動にも注力し、４月には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するとともに、夏

期のクールビズや、空缶のプルタブを回収する運動を開始いたしました。また、消費電力削減を図るた

めに、使用電力の上限設定を行い、不要な照明や電源を従業員へ知らせる電力監視システムを本部及び

各店舗に導入いたしました。その他、マイバッグ持参運動やリサイクル活動を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カードシステムを本部及び各店舗で本格稼動い

たしました。 

 店舗につきましては、西原店（７月）、複合商業施設「フレスポ国分」内に広瀬北店（11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）、タイヨーサンキュー隼人店（９

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、世界的な金融危機による景気の急激な悪化に伴い、業種業態を超えた競合環境がます

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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ます激化し、市場全体を取り巻く低価格志向と価格競争などにより大変厳しい経営環境が続きまし

た。 

 これらの結果、当連結会計年度の業績は、営業収益（売上高及び営業収入）が127,173百万円（前年

同期比2.6％減）、経常利益が3,414百万円（前年同期比7.5％減）となりました。当期純利益につきま

しては、998百万円の減損損失及び198百万円の投資有価証券評価損が発生したことにより、676百万円

（前年同期比62.7％減）と厳しい結果となりました。 

  

 ②次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、営業収益は1,346億円（前年同期比5.8％増）、経常利益は40億円（前

年同期比17.1％増）、当期純利益は18億円（前年同期比165.9％増）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 

 （資産） 

 当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ38億28百万円増加し952億1百万円となりま

した。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ47億8百万円増加し195億59百万円となりました。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47億62百万円増加したことに

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８億79百万円減少し756億42百万円となりました。主な内訳

は、減損損失により有形固定資産が９億64百万円、無形固定資産が34百万円減少したことによるもので

あります。 

 （負債） 

 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ35億70百万円増加し414億10百万円となり

ました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ67億16百万円増加し329億35百万円となりました。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45億32百万円増加したことに

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31億46百万円減少し84億74百万円となりました。主な内訳は、

長期借入金が32億47百万円減少したことによるものであります。 

 （純資産） 

 当連結会計年度末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ2億58百万円増加し537億91百万円となりま

した。主な内訳は利益剰余金が３億99百万円増加したものの、その他有価証券評価差額金が１億23百万

円減少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 

 当連結会計年度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

47億62百万円増加し110億20百万円となりました。 

 （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、89億66百万円（前連結会計年度差50億54百万円増）となりました。

主な内訳は、仕入債務の増加額が45億32百万円、税金等調整前当期純利益が19億84百万円、減価償却費

19億77百万円であったことによるものであります。なお、仕入債務の増加は、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ったことによるものであります。 

 （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、22億97百万円（前連結会計年度差20億61百万円減）となりました。

主な内訳は、有形固定資産の取得による支出が19億28百万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、19億６百万円（前連結会計年度差５億48百万円増）となりました。

主な内訳は、短期借入金増減額が９億30百万円減少、長期借入れによる収入が５億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、いづ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。 

※営業キャッシュ・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。 

※平成17年２月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キ

ャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

 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。この方針に基づき、当期の期末配当につきましては、１株につき９

円とさせていただきたいと存じます。次期の配当につきましては、期末配当で１株当たり９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。 

  

平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期

自己資本比率 53.0 54.3 56.6 58.6 56.5

時価ベースの自己資本比率 30.5 49.3 36.1 34.6 45.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

― 5.8 5.2 5.6 2.2

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

― 19.5 19.2 15.5 37.3

(3)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 当社の企業集団は子会社６社で構成されており、当社グループが営んでいる主な事業内容と、各社の当該

事業に係る位置付けは、次のとおりであります。 

小売部門 

 当社は、鹿児島県及び宮崎県内に店舗展開して、スーパーマーケット、スーパーストア形式の営業を営ん

でおります。 

製造部門 

 サン食品㈱は、食品を製造し当社に販売しております。 

その他の部門 

 サン流通㈱は、サン食品㈱の製品及び当社の商品を、当社の各店舗へ配送しております。 

 新栄シティ開発㈱は、不動産賃貸及び小売を営んでおります。 

 太陽サービス㈲は、当社の各店舗を清掃しております。 

 ㈱楠乃家は、こだわりの食料品の開発を行い当社に販売しております。 

 ㈱アグリ太陽は、農作物の生産を行い当社に販売を予定しております。 

  事業の系統図は次のとおりであります。 

 

２ 企業集団の状況
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当社グループは、「すべての社員が自信と誇りと志をもって働く企業であり続けます」という「グッ

ドカンパニー宣言」を掲げ、経営基本方針に則り「お客様には 良質の商品を 最も安い価格で提供し

社員は 生活の安定と 満足して働ける職場を創り 流通業を通じて 地域社会の発展に寄与する」こ

とを実現してまいります。 

 この方針のもと、顧客第一主義を基本として、お客様のあてになる、役に立つ企業であるべく今後も

努力してまいります。 

当社グループは、平成20年度より創業50周年を迎える平成22年度までの３年間を第一次とする中期経

営計画を策定し、平成22年度においての数値目標は営業収益が1,400億円、営業利益率３％以上として

おります。 

今後も基本方針の実践を継続しつつ日々移り変わる高度情報化のなかで、消費者ニーズの的確な把握

と購買行動へのすばやい対応を推し進めながら、内部体制の充実を図り、企業間競争力の強化に邁進い

たす所存でございます。 

今後の見通しにつきましては、世界的な金融危機の影響により、早期の国内景気回復は見込めず、流

通業界におきましても企業間競争がなお一層激しくな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。 

 このような状況のもと、当社グループは、第一次中期経営計画の様々な戦略重点課題の実現に向け

て、安全・安心・健康をテーマとした商品開発と商品提案を行うとともに、効果ある販促ツールを活用

してお客様への情報提供に努めてまいります。また、コスト削減による業務効率化と適正化を図るため

に経費削減プロジェクトの運用を強化し、小集団活動を通じて、職場の問題提起と改革・改善活動によ

り人材の育成を図ってまいります。新たな環境保全活動といたしまして、県内の幼稚園児を対象に、鹿

児島の伝統野菜などのつる性植物を育ててもらい、廃熱抑制や地表面温度の上昇の抑制、ＣＯ2削減、

省電力化などの効果が見込まれる「みどりのカーテン」事業に取り組んでまいります。 

 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努めてまいります。また、第一次中期経営計画の方針である「営

業利益の向上」に向けて、変革、挑戦、創造できる企業文化づくりの推進を図り、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りますようお願い申し上げます。 

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 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 

(平成20年２月29日)

当連結会計年度 

(平成21年２月28日)
比較増減

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)

    (資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 6,258 11,020 4,762

 ２ 売掛金 42 48 5

 ３ たな卸資産 6,651 6,607 △44

 ４ 繰延税金資産 745 721 △23

 ５ その他 1,153 1,161 8

   流動資産合計 14,851 16.3 19,559 20.5 4,708

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物及び構築物 (注1) 42,033 42,920
 

 

    減価償却累計額 23,864 18,169 25,023 17,897 △271

  ２ 機械装置及び運搬具 2,875 2,869

    減価償却累計額 2,534 340 2,549 319 △21

  ３ 土地 (注1) 52,882 52,293 △588

  ４ 建設仮勘定 17 229 212

  ５ その他 8,314 8,596

    減価償却累計額 6,811 1,503 7,189 1,406 △96

   有形固定資産合計 72,912 79.8 72,146 75.8 △766

 (2) 無形固定資産

  １ のれん 94 70 △23

  ２ その他 134 87 △47

   無形固定資産合計 228 0.2 157 0.2 △70

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 1,623 1,248 △374

  ２ 長期貸付金 30 25 △4

  ３ 繰延税金資産 488 554 66

  ４ その他 1,377 1,647 270

  ５ 貸倒引当金 △139 △139 ―

   投資その他の資産合計 3,380 3.7 3,337 3.5 △42

   固定資産合計 76,521 83.7 75,642 79.5 △879

   資産合計 91,373 100.0 95,201 100.0 3,828
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前連結会計年度 

(平成20年２月29日)

当連結会計年度 

(平成21年２月28日)
比較増減

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)

    (負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 7,625 12,158 4,532

 ２ 短期借入金 (注1) 10,260 11,780 1,520

 ３ 一年以内返済予定の 

   長期借入金
(注1) 3,505 3,621 115

 ４ 未払法人税等 791 667 △123

 ５ 賞与引当金 767 771 4

 ６ 役員賞与引当金 19 19 △0

 ７ ポイント引当金 206 201 △5

 ８ 商品券回収損失引当金 10 7 △2

 ９ その他 3,032 3,707 675

   流動負債合計 26,219 28.7 32,935 34.6 6,716

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 (注1) 7,994 4,747 △3,247

 ２ 繰延税金負債 1,644 1,644 ―

 ３ 退職給付引当金 1,308 1,283 △24

 ４ 役員退職慰労引当金 ― 143 143

 ５ その他 673 656 △16

   固定負債合計 11,621 12.7 8,474 8.9 △3,146

   負債合計 37,840 41.4 41,410 43.5 3,570

    (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 8,505 9.3 8,505 8.9 ―

 ２ 資本剰余金 7,964 8.7 7,964 8.4 ―

 ３ 利益剰余金 36,924 40.4 37,324 39.2 399

 ４ 自己株式 △142 △0.1 △160 △0.2 △18

   株主資本合計 53,252 58.3 53,633 56.3 381

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価差 

   額金     
280 157 △123

   評価・換算差額等合計 280 0.3 157 0.2 △123

Ⅲ 少数株主持分 ― ― 0 0.0 0

   純資産合計 53,533 58.6 53,791 56.5 258

   負債純資産合計 91,373 100.0 95,201 100.0 3,828
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(2) 連結損益計算書

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)

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日  

 至 平成21年２月28日)

比較増減

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)

Ⅰ 売上高 129,174 100.0 125,735 100.0 △3,438

Ⅱ 売上原価 102,228 79.1 98,866 78.6 △3,362

   売上総利益 26,945 20.9 26,869 21.4 △76

Ⅲ 営業収入 1,391 1.0 1,438 1.1 46

   営業総利益 28,337 21.9 28,307 22.5 △29

Ⅳ 販売費及び一般管理費 (注1) 24,653 19.0 24,933 19.8 279

   営業利益 3,683 2.9 3,374 2.7 △309

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 57 55 △1

 ２ 債務勘定整理益 31 32 1

 ３ 早期決済奨励金 30 28 △1

 ４ その他 144 263 0.2 186 303 0.2 42

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 248 250 1

 ２ 商品券回収損失引当金 

   繰入額
2 4 2

 ３ その他 5 255 0.2 8 262 0.2 3

   経常利益 3,691 2.9 3,414 2.7 △276

Ⅶ 特別利益

 １ 固定資産売却益 (注2) 184 17 △166

 ２ 固定資産受贈益 ― 129 129

 ３ 保険補填収入 39 ― △39

 ４ その他 7 231 0.2 ― 147 0.1 △7

Ⅷ 特別損失

 １ 固定資産売却損 (注3) 5 1 △4

 ２ 固定資産除却損 (注4) 7 34 27

 ３ 減損損失 (注5) ― 998 998

 ４ 投資有価証券評価損 ― 198 198

 ５ ポイント引当金繰入額 211 ― △211

 ６ 商品券認識損 321 ― △321

 ７ 商品券回収損失引当金 

   繰入額
14 ― △14

 ８ 役員退職慰労金 111 4 △106

 ９ 役員退職慰労引当金 

   繰入額
― 132 132

 10 火災損失 27 ― △27

 11 過年度容器包装 

   リサイクル費用
― 698 0.6 207 1,576 1.3 207

   税金等調整前 

   当期純利益
3,224 2.5 1,984 1.5 △1,239

   法人税、住民税 

   及び事業税
1,621 1,266 △354

   法人税等調整額 △ 212 1,408 1.1 41 1,308 1.0 △170

   少数株主利益 ― ― △0 0.0 △0

   当期純利益 1,815 1.4 676 0.5 △1,138

㈱タイヨー(9949)　平成21年２月期決算短信

－11－



  

 
  

 
  

(3) 連結株主資本等変動計算書

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

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

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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当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △277 △277

 当期純利益 676 676

 自己株式の取得 △18 △18

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― 399 △18 381

平成21年２月28日残高(百万円) 8,505 7,964 37,324 △160 53,633

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20年２月29日残高(百万円) 280 ― 53,533

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △277

 当期純利益 676

 自己株式の取得 △18

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△123 0 △122

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△123 0 258

平成21年２月28日残高(百万円) 157 0 53,791
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

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)

当連結会計年度 

(自 平成20年３月１日  

  至 平成21年２月28日)

比較増減

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

  税金等調整前当期純利益 3,224 1,984 △1,239

  減価償却費 1,897 1,977 80

  のれん償却額 23 23 ―

  減損損失 ― 998 998

  賞与引当金増減額 △58 4 63

  役員賞与引当金増減額 △47 △0 47

  役員退職慰労引当金増減額 ― 143 143

  ポイント引当金増減額 206 △5 △211

  商品券回収損失引当金増減額 10 △2 △12

  退職給付引当金増減額 △3 △24 △21

  受取利息及び受取配当金 △79 △79 △0

  支払利息 248 250 1

  投資有価証券評価損 ― 198 198

  有形固定資産売・除却損益 △171 17 189

  固定資産受贈益 ― △129 △129

  売上債権増減額 0 △5 △5

  たな卸資産増減額 324 44 △280

  仕入債務増減額 △173 4,532 4,706

  その他資産負債増減額 114 582 467

  その他 315 ― △315

    小計 5,830 10,511 4,680

  利息及び配当金の受取額 79 79 0

  利息の支払額 △251 △240 11

  法人税等の支払額 △1,775 △1,383 392

  その他 29 ― △29

  営業活動によるキャッシュ・フロー 3,912 8,966 5,054

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 △3,952 △2,023 1,928

  有形固定資産の売却による収入 520 80 △440

  連結子会社株式の取得による支出 △870 ― 870

  その他 △57 △354 △296

  投資活動によるキャッシュ・フロー △4,359 △2,297 2,061

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金増減額 2,450 1,520 △930

  長期借入れによる収入 ― 500 500

  長期借入金の返済による支出 △3,538 △3,631 △93

  自己株式の取得による支出 △14 △18 △3

  親会社による配当金の支払額 △249 △277 △27

  少数株主からの払込による収入 △6 0 7

  財務活動によるキャッシュ・フロー △1,358 △1,906 △548

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 △1,806 4,762 6,568

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,064 6,258 △1,806

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 (注) 6,258 11,020 4,762
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(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ 連結の範囲に関する事項

  子会社はすべ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。

１ 連結の範囲に関する事項

  子会社はすべ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、㈱アグリ

太陽の６社であります。 

 なお、㈱アグリ太陽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

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。

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

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

  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)

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

  有価証券

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左

    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

     移動平均法による原価法

     なお、投資事業有限責任組合（金融商品取引

法第２条第２項により有価証券とみなされる

もの）については、組合契約に規定される決

算報告書に応じて、入手可能な最近の決算書

を基礎とし持分相当額を純額で取り込む方法

によっております。

  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

  たな卸資産

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  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。

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  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。

（追加情報）

  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

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

及び税金等調整前当期純利益が89百万円減少しており

ます。
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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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

  無形固定資産の減価償却の方法

    定額法。

    なお、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。

  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

  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

  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。

  ③ 役員賞与引当金 

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。

  ④ ポイント引当金 

同左

    

  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み

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。

  ⑥ 退職給付引当金

同左

  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連結会計年度末要支給

額を計上しております。

 (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

 (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

    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
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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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれんの償却に関する事項

  ５年間の均等償却を行っております。

６ のれんの償却に関する事項

同左

７ 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。

７ 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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(会計処理の変更)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28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11百万円少なく、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。

（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、当連結会

計年度から役員退職慰労金規程に基づく連結会計年度末

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連結会計年度の営業

利益及び経常利益は10百万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、税金等調整前当期純利益は143百万円減少してお

ります。
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(表示方法の変更)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

（連結損益計算書関係）

「早期決済奨励金」は営業外収益の10／100を超えること

となっため、当連結会計年度から区分掲記しておりま

す。 

 なお、前連結会計年度に営業外収益の「その他」に含

められていた「早期決済奨励金」は30百万円でありま

す。

 

           ────

(6) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年２月29日)

当連結会計年度 
(平成21年２月28日)

(注１) 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。

(注１) このうち、建物887百万円、土地2,872百万円

は、短期借入金3,160百万円、一年以内返済予定の

長期借入金1,970百万円、長期借入金3,004百万円

の担保に供しております。

㈱タイヨー(9949)　平成21年２月期決算短信

－19－



  

(連結損益計算書関係)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28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 12,181百万円

賞与引当金繰入額 722

退職給付費用 316

役員賞与引当金繰入額 19

(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 12,277百万円

賞与引当金繰入額 729

退職給付費用 320

役員賞与引当金繰入額 19

役員退職慰労引当金繰入額 10

(注２) 固定資産売却益の内容は次のとおりでありま

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

機械装置及び運搬具 0

その他 0

計 184
 

土地 17百万円

機械装置及び運搬具 0

計 17

 

(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

機械装置及び運搬具 0

計 5
 

(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 0百万円

機械装置及び運搬具 0

計 1

(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

機械装置及び運搬具 0

その他 5

計 7

(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 24百万円

機械装置及び運搬具 0

その他 10

計 34

(注５)        ────

 

(注５) 当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上しており

ます。 

用途 場所 種類

店舗 鹿児島県（6件） 土地・借地権

店舗 宮崎県 （2件） 土地

賃貸不動産 宮崎県 （1件） 土地

    当社グループは、キャッシュ・フローを生み出

す最小単位として店舗を基本単位として、賃貸不

動産及び遊休資産については物件単位ごとにグル

ーピングを行っております。収益性の低下または

土地の著しい時価の下落により、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、減損損失998百万円を特別損

失として計上しました。その内訳は、土地964百万

円、借地権34百万円であります。回収可能価額

は、正味売却価額と使用価値のいずれか高い価額

としております。正味売却価額は、主として不動

産鑑定評価額に基づき算定し、使用価値は将来キ

ャッシュ・フロー見積額を2.3％で割引いて算定し

ております。
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(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。 

  

 
  

 
  

 
(注) 自己株式(普通株式)の増加14,757株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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

株式の種類
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

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年５月24日 
定時株主総会

普通株式 249 ９ 平成19年2月28日 平成19年5月25日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月22日 
定時株主総会

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

当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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

株式の種類
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) 116,382 14,757 ― 131,139

２ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月22日 
定時株主総会

普通株式 277 10 平成20年2月29日 平成20年5月23日

(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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 249 ９ 平成21年２月28日 平成21年５月29日
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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） 

    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。 

  

    当連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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） 

    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。 

  

    当連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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への売上はありません。 

  

    当連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

    本邦以外の国又は地域への売上はありません。 

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

 

   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
 

   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 11,020百万円

現金及び現金同等物 11,020百万円

(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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28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

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

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)

期末残高
相当額 
(百万円)

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。

 

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)

機械装置
及び運搬具

318 164 153

その他
(器具及び 
備品)

584 349 235

計 903 513 389

  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 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 128百万円

１年超 156

計 284

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 154百万円

１年超 234

計 389

  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。

  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 128百万円

  減価償却費相当額 128百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

  支払リース料 163百万円

  減価償却費相当額 163百万円

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。
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(関連当事者との取引)

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）

      役員及び個人主要株主等

属性
会社等 

の名称
住所

資本金又 

は出資金 

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等 

の所有 

（被所有) 

割合 

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

（百万円）役員の 

兼任等

事業上 

の関係

役員及

びその

近親者

清川剛久 

（注１）
― ―

サン商事

㈲代表取

締役社長

なし ― ―

関係会社

株式の購

入(注５)

624 ― ―

役員及 

びその 

近親者 

が議決 

権の過 

半数を 

所有し 

ている 

会社

サン商事

㈲ 

（注２）

鹿児島

県鹿児

島市

3 保険業 なし なし なし

関係会社

株式の購

入(注５)

245 ― ―

㈲トライ 

ハイテク 

ファーム 

（注３）

鹿児島 

県川辺 

郡川辺 

町

3
もやしの

製造業
なし なし

同社商

品の仕

入

商品の仕

入(注６)
219 ― ―

土地・建

物の賃貸 

（注８）

2 ― ―

鹿児島 

酒類食 

品㈱ 

（注３）

鹿児島 

県鹿児 

島市

10
酒類卸売 

販売業 なし

 

なし

同社商

品の仕

入

商品の販

売(注７)
1,089 ― ―

商品の仕

入(注６)
4,129 ― ―

土地・建

物の賃貸 

(注８）

56 ― ―

テナント

共益費の

受取 

(注９）

1 ― ―

販売指導

料等の支

払(注10)

77 ― ―

事務代行

手数料の

受取 

(注11）

7 ― ―

販売デー

タ使用料

の支払 

(注12）

3 ― ―
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関連当事者の取引中、取引金額には消費税等は含んでおりませんが、課税対象に係る科目の期末残高には

消費税等が含まれます。   

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (注１)代表取締役社長清川和彦の弟であります。 

 (注２)清川剛久氏が所有している会社であります。 

 (注３)代表取締役社長清川和彦の近親者が100％所有している会社が同社議決権の過半数を所有してい

ます。（有）トライハイテクファーム、鹿児島酒類食品（株）他１社は、平成19年11月30日付で

合併し、清和インターナショナル（株）となりました。よって、（有）トライハイテクファーム

及び鹿児島酒類食品（株）の取引金額は、合併前の実績を記載しています。 

 (注４)代表取締役社長清川和彦及びその近親者が所有している会社であります。 

 (注６)商品の仕入については、類似商品の市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しています。

 (注７)商品の販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しています。  

 (注８)土地・建物の賃貸については、近隣の取引実勢に基づいて、定期的に交渉の上賃貸料金額を決定

しています。 

 (注９)テナント共益費の受取については、一般取引条件と同様に決定しています。 

 (注10)販売指導料等の支払については、提示された金額を基礎として毎期交渉の上、決定しています。

属性
会社等 

の名称
住所

資本金又 

は出資金 

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等 

の所有 

（被所有) 

割合 

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

（百万円）役員の 

兼任等

事業上 

の関係

役員及 

びその 

近親者 

が議決 

権の過 

半数を 

所有し 

ている 

会社

 

 

清和イン

ターナシ

ョナル㈱

（注３）

鹿児島

県鹿児

島市 6

もやしの 

製造業及

び酒類卸

売販売業

(被所有) 

直接 

 1.49
なし

同社商

品の仕

入

商品の販

売(注７)
382 売掛金 2

商品の仕

入(注６)
1,431

買掛金 371

未収入金 2

土 地・建

物の賃貸 

(注８）

25 ― ―

テナント

共益費の

受取 

(注９）

0 ― ―

販売指導

料等の支

払(注10)

25 未払金 9

事務代行

手数料の

受取 

(注11）

2 ― ―

販売デー

タ使用料

の 支 払

（注12）

1 ― ―

太陽産業

ジャパン

（有）

（注４）

鹿児島

県鹿児

島市

6
不動産 

賃貸業

(被所有) 

直接 

 16.97
なし

不動産

の賃貸

借

土地の 

賃  貸 

（注８）

3 ― ―

土地の 

賃  借 

（注13）

13 ― ―

 (注５)購入価格は、関係会社の純資産を踏まえ、価格交渉の上決定しています。
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 (注11)事務代行料の受取については、代行業務の内容を勘案して毎期交渉の上、決定しています。  

 (注12)販売データ使用料の支払については、提示された金額を基礎として毎期交渉の上、決定していま

す。 

 (注13)土地の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、定期的に交渉の上、賃料金額を決定してい

ます。 

  

 

 
  

関連当事者の取引中、取引金額には消費税等は含んでおりませんが、課税対象に係る科目の期末残高には

消費税等が含まれます。   

取引条件及び取引条件の決定方針等 

 (注１)代表取締役社長清川和彦の近親者が100％所有している会社であります。 

 (注２)代表取締役社長清川和彦及びその近親者が100％所有している会社であります。 

 (注３)商品の販売については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

 (注４)商品の仕入については、類似商品の市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しておりま

す。 

当連結会計年度（自 平成20年３月１日  至 平成21年2月28日）

      役員及び個人主要株主等

属性
会社等 

の名称
住所

資本金又 

は出資金 

(百万円)

事業の内容

又は職業

議決権等 

の所有 

（被所有) 

割合 

（％）

関係内容

取引の内容
取引金額 

(百万円)
科目

期末残高 

（百万円）役員の 

兼任等

事業上 

の関係

役員及 

びその 

近親者 

が議決 

権の過 

半数を 

所有し 

ている 

会社

 

 

清和イン

ターナシ

ョナル㈱

（注１）

鹿児島

県鹿児

島市 6

もやしの 

製造業及

び酒類卸

売販売業

(被所有) 

直接 

 1.51
なし

同社商

品の仕

入

商品の販

売(注３)
1,427 売掛金 2

商品の仕

入(注４)
5,486

買掛金 342

未収入金 12

土 地・建

物の賃貸 

(注５）

100 ― ―

テナント

共益費の

受取 

(注６）

2 ― ―

販売指導

料等の支

払(注７)

93 未払金 8

事務代行

手数料の

受取 

(注８）

11 ― ―

販売デー

タ使用料

の 支 払

（注９）

4 ― ―

太陽産業

ジャパン

（有）

（注２）

鹿児島

県鹿児

島市

6
不動産 

賃貸業

(被所有) 

直接 

 17.20
なし

不動産

の賃貸

借

土地の 

賃  貸 

（注５）

3 ― ―

土地の 

賃  借 

（注10）

13 ― ―
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 (注５)土地・建物の賃貸については、近隣の取引実勢に基づいて、定期的に交渉の上、賃貸料金額を決

定しております。 

 (注６)テナント共益費の受取については、一般取引条件と同様に決定しております。 

 (注７)販売指導料等の支払については、提示された金額を基礎として毎期交渉の上、決定しておりま

す。 

 (注８)事務代行料の受取については、代行業務の内容を勘案して毎期交渉の上、決定しております。 

 (注９)販売データ使用料の支払については、提示された金額を基礎として毎期交渉の上、決定しており

ます。 

 (注10)土地の賃借については、近隣の取引実勢に基づいて、定期的に交渉の上、賃貸料金額を決定して

おります。 
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年２月29日)

当連結会計年度 
(平成21年２月28日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

   繰延税金資産

 賞与引当金 310百万円

 未払事業税 68百万円

 未払事業所税 26百万円

 貸倒引当金超過 56百万円

 投資有価証券評価損 85百万円

 退職給付引当金 529百万円

 減損損失 1,256百万円

 ポイント引当金 83百万円

 商品券 182百万円

 その他 89百万円

 繰延税金資産小計 2,686百万円

 評価性引当額 △1,261百万円

 繰延税金資産合計 1,425百万円

   繰延税金負債

 子会社時価評価差額 1,644百万円

 その他有価証券評価差額金 191百万円

 繰延税金負債合計 1,835百万円

繰延税金負債の純額 410百万円

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

   繰延税金資産

 賞与引当金 307百万円

 未払事業税 58百万円

 未払事業所税 26百万円

 貸倒引当金超過 56百万円

 投資有価証券評価損 55百万円

 退職給付引当金 519百万円

 役員退職慰労引当金 57百万円

 減損損失 1,651百万円

 ポイント引当金 81百万円

 商品券 161百万円

 その他 97百万円

 繰延税金資産小計 3,073百万円

 評価性引当額 △1,689百万円

 繰延税金資産合計 1,383百万円

   繰延税金負債

 子会社時価評価差額 1,644百万円

 その他有価証券評価差額金 106百万円

 繰延税金負債合計 1,751百万円

 繰延税金負債の純額 367百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異原因

 法定実効税率 40.4％

(調整)

 住民税均等割 2.3％

 のれん償却額 0.3％

 評価性引当額 0.1％

 その他 0.6％

 税効果会計適用後の
 法人税等の負担率

43.7％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異原因

 法定実効税率 40.4％

(調整)

 住民税均等割 3.7％

 のれん償却額 1.2％

 評価性引当額 21.8％

 法人税等還付金 △1.4％

  その他 0.2％

税効果会計適用後の
 法人税等の負担率

65.9％
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

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 

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度(平成20年２月29日現在)

区分 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

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
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１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

  

３ 時価評価されていない有価証券 

 
  

前連結会計年度(平成20年２月29日現在) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(平成21年２月28日現在) 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(平成21年２月28日現在)

区分 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 447 718 271

小計 447 718 271

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの)

   株式 498 491 △７

小計 498 491 △７

合計 946 1,210 264

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

 ①非上場株式 ６

 ②投資事業有限責任組合 31

(デリバティブ取引関係)
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１ 採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けてお 

ります。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  

 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

 
  

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 
  

(退職給付関係)

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 退職給付債務 △4,342百万円

② 年金資産 2,647

③ 未積立退職給付債務 △1,695

④ 未認識数理計算上の差異 386

⑤ 退職給付引当金 △1,308

① 勤務費用 235百万円

② 利息費用 70

③ 期待運用収益 △16

④ 数理計算上の差異の費用処理額 45

⑤ 退職給付費用 335

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 1.7％

③ 期待運用収益率 0.7％

④ 数理計算上の差異の処理年数 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。
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１ 採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、確定給付型の制度として、企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けてお 

ります。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  

 
  

３ 退職給付費用に関する事項 

  

 
  

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

 
  

  

  

当連結会計年度(自 平成20年３月１日  至 平成21年２月28日)

① 退職給付債務 △4,364百万円

② 年金資産 2,872

③ 未積立退職給付債務 △1,491

④ 未認識数理計算上の差異 208

⑤ 退職給付引当金 △1,283

① 勤務費用 238百万円

② 利息費用 73

③ 期待運用収益 △18

④ 数理計算上の差異の費用処理額 43

⑤ 退職給付費用 337

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 1.7％

③ 期待運用収益率 0.7％

④ 数理計算上の差異の処理年数 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。
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（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

区分
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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１株当たり純資産額 1,932円43銭 1,942円78銭

１株当たり当期純利益 65円51銭 24円44銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 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。

 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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 1,815 676

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,815 676

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 27,707 27,696
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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) 
該当事項はありません。 

  
当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 
平成21年１月26日開催の当社取締役会及び連結子会社であるサン食品株式会社と新栄シティ開発株

式会社のそれぞれの取締役会において、清和インターナショナル株式会社の酒類等の販売事業、もや
し等の製造・販売事業、飲食事業を譲受けることを決議し、同日付けで事業譲渡契約を締結いたしま
した。この事業譲渡契約に基づき、平成21年４月１日に事業を譲受けました。 
  

（1）事業譲受の目的 
当社及び連結子会社は、酒類等の販売事業、もやし等の製造・販売事業、飲料事業を譲受けること

が、小売業をコア事業とする当社及び連結子会社にとって事業上の一体性があり、シナジー効果が認
められ、将来の新たな事業価値の創出に大きく寄与するものであると判断いたしました。 
  

（2）譲受ける相手会社の名称 
清和インターナショナル株式会社 

  

（3）譲受ける事業の内容 

 
  
（4）譲受ける資産及び負債の額 
譲受ける資産及び負債の額は、平成21年４月１日時点の時価を基準としております。現在精査中で

あり確定しておりません。 

  

（5）譲受価額 
譲受価額の総額は442百万円となる見込みであり、最終的には譲受ける資産及び負債の額をもって

決定します。 

  

(重要な後発事象)

譲受ける事業 譲受ける会社

 酒類等販売事業 株式会社タイヨー

 もやし等の製造・販売事業 サン食品株式会社

 飲食事業 新栄シティ開発株式会社
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

第45期 

(平成20年２月29日)

第46期 

(平成21年２月28日)
比較増減

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)

    (資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 5,794 9,755 3,961

 ２ 売掛金 75 67 △8

 ３ 商品 6,469 6,391 △78

 ４ 貯蔵品 88 89 0

 ５ 前払費用 108 149 40

 ６ 繰延税金資産 711 692 △18

 ７ 未収入金 1,017 1,024 7

 ８ その他 8 8 0

   流動資産合計 14,274 16.6 18,178 20.4 3,904

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 (注1) 37,501 38,306

    減価償却累計額 20,603 16,898 21,576 16,730 △168

  ２ 構築物 2,265 2,339

    減価償却累計額 1,681 583 1,788 551 △32

  ３ 機械及び装置 1,002 1,001

    減価償却累計額 862 139 870 131 △8

  ４ 車両運搬具 49 47

    減価償却累計額 45 3 45 2 △1

  ５ 器具及び備品 8,231 8,503

    減価償却累計額 6,739 1,491 7,111 1,391 △99

  ６ 土地 (注1) 45,162 44,574 △588

  ７ 建設仮勘定 17 215 197

   有形固定資産合計 64,297 74.6 63,595 71.2 △701

 (2) 無形固定資産

  １ 借地権 68 34 △34

  ２ ソフトウェア 2 4 2

  ３ その他 35 34 △0

   無形固定資産合計 106 0.1 73 0.1 △32
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第45期 

(平成20年２月29日)

第46期 

(平成21年２月28日)
比較増減

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)

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 1,613 1,241 △372

  ２ 関係会社株式 4,166 4,166 0

  ３ 出資金 26 26 ―

  ４ 長期貸付金 28 23 △4

  ５ 従業員長期貸付金 2 2 0

  ６ 長期前払費用 113 82 △31

  ７ 繰延税金資産 443 509 65

  ８ 差入敷金 733 806 73

  ９ 差入保証金 34 34 ―

  10 建設協力金 246 475 228

  11 保険積立金 212 214 1

  12 貸倒引当金 △139 △139 ―

   投資その他の資産合計 7,482 8.7 7,443 8.3 △38

   固定資産合計 71,886 83.4 71,113 79.6 △772

   資産合計 86,160 100.0 89,292 100.0 3,131

    (負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 7,782 11,662 3,879

 ２ 短期借入金 (注1) 8,700 10,000 1,300

 ３ 一年以内返済予定の 

   長期借入金
(注1) 3,208 3,376 168

 ４ 未払金 2,068 2,715 647

 ５ 未払費用 7 5 △1

 ６ 未払法人税等 709 627 △82

 ７ 未払消費税等 163 220 57

 ８ 前受金 3 2 △1

 ９ 預り金 29 34 4

 10 前受収益 52 60 7

 11 賞与引当金 702 708 5

 12 役員賞与引当金 18 18 △0

 13 ポイント引当金 206 201 △5

 14 商品券回収損失引当金 10 7 △2

 15 その他 470 411 △59

   流動負債合計 24,134 28.0 30,051 33.7 5,917
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第45期 

(平成20年２月29日)

第46期 

(平成21年２月28日)
比較増減

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)

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 (注1) 7,554 4,552 △3,002

 ２ 退職給付引当金 1,197 1,171 △25

 ３ 役員退職慰労引当金 ― 136 136

 ４ 預り敷金 555 548 △7

 ５ 預り保証金 82 71 △10

   固定負債合計 9,390 10.9 6,480 7.2 △2,909

   負債合計 33,524 38.9 36,531 40.9 3,007

    (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 8,505 9.9 8,505 9.5 ―

 ２ 資本剰余金

      資本準備金 7,964 7,964 ―

    資本剰余金合計 7,964 9.2 7,964 8.9 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 454 454 ―

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 33,530 34,980 1,450

    繰越利益剰余金 2,041 859 △1,182

    利益剰余金合計 36,026 41.8 36,293 40.7 267

 ４ 自己株式 △142 △0.1 △160 △0.2 18

   株主資本合計 52,354 60.8 52,603 58.9 248

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価差 

   額金
281 157 △124

   評価・換算差額等合計 281 0.3 157 0.2 △124

   純資産合計 52,636 61.1 52,760 59.1 124

   負債純資産合計 86,160 100.0 89,292 100.0 3,131
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(2) 損益計算書

第45期 

(自 平成19年３月１日  

 至 平成20年２月29日)

第46期 

(自 平成20年３月１日  

 至 平成21年２月28日)

比較増減

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)

Ⅰ 売上高 128,578 100.0 125,186 100.0 △3,391

Ⅱ 売上原価

 １ 商品期首たな卸高 6,790 6,469 △320

 ２ 当期商品仕入高 101,856 98,773 △3,083

      合計 108,647 105,242 △3,404

 ３ 商品期末たな卸高 6,469 102,177 79.5 6,391 98,851 79.0 △78

   売上総利益 26,401 20.5 26,335 21.0 △65

Ⅲ 営業収入

 １ 不動産賃貸収入 907 1,002 95

 ２ その他の営業収入 536 1,443 1.2 504 1,507 1.2 △32

   営業総利益 27,844 21.7 27,843 22.2 △1

Ⅳ 販売費及び一般管理費

 １ 広告販促費 1,491 1,372 △118

 ２ 営業用消耗品費 1,592 1,577 △14

 ３ 配送費 172 168 △3

 ４ 役員報酬 113 137 24

 ５ 従業員給料賞与 11,808 11,924 115

 ６ 賞与引当金繰入額 702 708 5

 ７ 役員賞与引当金繰入額 18 18 △0

 ８ 役員退職慰労引当金 

   繰入額
― 8 8

 ９ 福利厚生費 1,385 1,463 78

 10 退職給付費用 311 316 5

 11 賃借料 601 657 55

 12 店舗管理費 961 974 13

 13 通信費 60 57 △3

 14 水道光熱費 1,864 1,907 43

 15 租税公課 806 829 23

 16 寄付・交際費 25 2 △22

 17 旅費交通費 47 58 10

 18 減価償却費 1,755 1,821 66

 19 電算費 157 146 △10

 20 その他 522 24,398 19.0 575 24,728 19.8 53

   営業利益 3,446 2.7 3,115 2.5 △331
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第45期 

(自 平成19年３月１日  

 至 平成20年２月29日)

第46期 

(自 平成20年３月１日  

 至 平成21年２月28日)

比較増減

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)

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 57 55 △1

 ２ 受取配当金 35 43 7

 ３ 債務勘定整理益 30 30 0

 ４ 早期決済奨励金 30 28 △1

 ５ その他 105 258 0.2 146 305 0.2 46

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 218 221 3

 ２ 商品券回収損失引当金 

   繰入額
2 4 2

 ３ その他 4 225 0.2 8 234 0.2 3

   経常利益 3,479 2.7 3,186 2.6 △293

Ⅶ 特別利益

 １ 固定資産売却益 (注1) 0 17 17

 ２ 保険補填収入 39 ― △39

 ３ 固定資産受贈益 ― 39 0.0 129 147 0.1 107

Ⅷ 特別損失

 １ 固定資産売却損 (注2) 5 0 △4

 ２ 固定資産除却損 (注3) 7 33 26

 ３ 減損損失 (注4) ― 998 998

 ４ 投資有価証券評価損 ― 195 195

 ５ ポイント引当金繰入額 211 ― △211

 ６ 商品券認識損 321 ― △321

 ７ 商品券回収損失引当金 

   繰入額
14 ― △14

 ８ 役員退職慰労金 ― 4 4

 ９ 役員退職慰労引当金 

   繰入額
― 127 127

 10 火災損失 27 ― △27

 11 過年度容器包装 

   リサイクル費用
― 587 0.4 207 1,566 1.3 207

   税引前当期純利益 2,932 2.3 1,767 1.4 △1,165

   法人税、住民税 

   及び事業税
1,485 1,185 △299

   法人税等調整額 △214 1,270 1.0 37 1,222 1.0 252

   当期純利益 1,662 1.3 544 0.4 △1,117
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(3) 株主資本等変動計算書

第45期(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)

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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

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

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

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

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 
 事業年度中の変動額(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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第46期(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

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
資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

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

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立 1,450 △1,450 ―

 剰余金の配当 △277 △277

 当期純利益 544 544

 自己株式の取得 △18 △18

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) ― ― ― 1,450 △1,182 △18 248

平成21年２月28日残高(百万円) 8,505 7,964 454 34,980 859 △160 52,603

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

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立 ―

 剰余金の配当 △277

 当期純利益 544

 自己株式の取得 △18

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△124 △124

事業年度中の変動額合計(百万円) △124 124

平成21年２月28日残高(百万円) 157 52,760
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(4) 重要な会計方針

項目
第45期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

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

  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

 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

  移動平均法による原価法

  なお、投資事業有限責任組合（金

融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの）につ

いては、組合契約に規定される決

算報告書に応じて、入手可能な最

近の決算書を基礎とし持分相当額

を純額で取り込む方法によってお

ります。

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品(店舗)     売価還元法によ

る原価法

  (流通センター) 最終仕入原価法

による原価法

同左

貯蔵品 最終仕入原価法による原価法

３ 固定資産の減価償却の方

法

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。

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。

（追加情報） 

 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、経常利益及び税引前当期純利益

が75百万円減少しております。

無形固定資産 

 定額法。 

 なお、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。

無形固定資産

同左
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項目
第45期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

４ 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。

(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

額に基づき計上しております。

(2) 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。

(3)役員賞与引当金  

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

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。

(4)ポイント引当金

同左

(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、

当期末における退職給付債務及び年

金資産の見込み額に基づき、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。

(6) 退職給付引当金

同左

(7)      ──── (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

基づく当事業年度末要支給額を

計上しております。
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項目
第45期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

５ 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

６ その他財務諸表作成のた

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
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(会計処理の変更)

第45期
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28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11百万円少なく、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349百万円多く計上されております。   

（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、

当事業年度から役員退職慰労金規程に基づく事業年度末

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事業年度の営業利益

及び経常利益は８百万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、税引前当期純利益は136百万円減少しておりま

す。
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(表示方法の変更)

第45期
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

(損益計算書関係）

「早期決済奨励金」は営業外収益の10／100を超えるこ

ととなっため、当事業年度から区分掲記しております。

 なお、前事業年度に営業外収益の「その他」に含めら

れていた「早期決済奨励金」は30百万円であります。

          

           ────
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(5) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

第45期 
(平成20年２月29日)

第46期
(平成21年２月28日)

(注１) このうち、建物906百万円、土地2,250百万円

は、短期借入金2,450百万円、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。

(注１) このうち、建物884百万円、土地2,234 百万円

は、短期借入金2,710百万円、一年以内返済予定

の長期借入金1,970百万円、長期借入金3,004百万

円の担保に供しております。

(損益計算書関係)

第45期
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

(注１）固定資産売却益の内容は次のとおりでありま

す。

土地 0百万円

その他 0

計 0

(注１）固定資産売却益の内容は次のとおりでありま

す。

土地 17百万円

車両運搬具 0

計 17

 

(注２）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２）固定資産売却損の内容は次のとおりでありま

す。

土地 0百万円

計 0

 

(注３）固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。

器具及び備品 4百万円

その他 2

計 7

(注３）固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。

建物 22百万円

器具及び備品 9

その他 1

計 33

(注４)       ────

 

(注４) 当期において、当社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上しております。 

用途 場所 種類

店舗 鹿児島県（6件） 土地・借地権

店舗 宮崎県 （2件） 土地

賃貸不動産鹿児島県（1件） 土地

    当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単

位として店舗を基本単位として、賃貸不動産及び

遊休資産については物件単位ごとにグルーピング

を行っております。収益性の低下または土地の著

しい時価の下落により、帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失998百万円を特別損失とし

て計上しました。その内訳は、土地964百万円、

借地権34百万円であります。回収可能価額は、正

味売却価額と使用価値のいずれか高い価額として

おります。正味売却価額は、主として不動産鑑定

評価額に基づき算定し、使用価値は将来キャッシ

ュ・フロー見積額を2.3％で割引いて算定してお

ります。
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 （注）自己株式数（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。 

  

   
 （注）自己株式数（普通株式）の増加14,757株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

  

  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

第45期(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

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

第46期(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

自己株式の種類及び株式数に関する事項

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） 116,382 14,757 ― 131,139

(リース取引関係)

第45期
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28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

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

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

額及び期末残高相当額

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

器具及び備品
(百万円)

取得価額相当額 572

減価償却累計額相当額 342

期末残高相当額 229

  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。

  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 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 93百万円

１年超 97

計 190

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 98百万円

１年超 131

計 229

  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。

  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 92百万円

  減価償却費相当額 92百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

  支払リース料 110百万円

  減価償却費相当額 110百万円

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。
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 (注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

(税効果会計関係)

第45期 
(平成20年２月29日)

第46期
(平成21年２月28日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

   繰延税金資産

 賞与引当金 283百万円

 未払事業税 61百万円

 未払事業所税 25百万円

 貸倒引当金 56百万円

 投資有価証券評価損 81百万円

 退職給付引当金 483百万円

 減損損失 1,256百万円

 ポイント引当金 83百万円

 商品券 182百万円

 その他 82百万円

 繰延税金資産小計 2,597百万円

 評価性引当額 △1,251百万円

 繰延税金資産合計 1,345百万円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 191百万円

 繰延税金負債合計 191百万円

繰延税金資産の純額 1,154百万円

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

内訳

   繰延税金資産

 賞与引当金 286百万円

 未払事業税 55百万円

 未払事業所税 26百万円

 貸倒引当金 56百万円

 投資有価証券評価損 50百万円

 退職給付引当金 473百万円

 減損損失 1,651百万円

 ポイント引当金 81百万円

 商品券 161百万円

 役員退職慰労引当金 54百万円

 その他 92百万円

 繰延税金資産小計 2,988百万円

 評価性引当額 △1,680百万円

 繰延税金資産合計 1,308百万円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 106百万円

 繰延税金負債合計 106百万円

繰延税金資産の純額 1,201百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との間の差異原因

 法定実効税率 40.4％

(調整)

 住民税均等割 2.5％

 評価性引当額 0.1％

 その他 0.3％

 税効果会計適用後の
 法人税等の負担率

43.3％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税の負担率

との間の差異原因

 法定実効税率 40.4％

(調整)

 住民税均等割 4.1％

 評価性引当額 24.3％

 その他 0.4％

税効果会計適用後の
 法人税等の負担率

69.2％

(１株当たり情報)

区分
第45期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１株当たり純資産額 1,900円05銭 1,905円56銭

１株当たり当期純利益 59円98銭 19円65銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 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。

 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。

区分
第45期

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 1,662 544

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,662 544

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳(百万円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 27,707 27,696
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第45期(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。 

  

第46期(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

平成21年１月26日開催の当社取締役会において、清和インターナショナル株式会社の酒類等の販売
事業を譲受けることを決議し、同日付けで事業譲渡契約を締結いたしました。この事業譲渡契約に基
づき、平成21年４月１日に事業を譲受けました。 
  

（1）事業譲受の目的 
当社は、酒類等の販売事業を譲受けることが、小売業をコア事業とする当社にとって事業上の一体

性があり、シナジー効果が認められ、将来の当社の新たな事業価値の創出に大きく寄与するものであ
ると判断いたしました。 
  
（2）譲受ける相手会社の名称 
清和インターナショナル株式会社 

  
（3）譲受ける事業の内容 
酒類等の販売事業   
  

（4）譲受ける資産及び負債の額 
譲受ける資産及び負債の額は、平成21年４月１日時点の時価を基準としております。現在精査中で

あり確定しておりません。 
  
（5）譲受価額 
譲渡価額は、18百万円となる見込みであり、最終的には譲受ける資産及び負債の額をもって決定し

ます。 
  

  

  

  

（1）役員の異動 
①代表者の異動 
 該当事項はありません。 
  

②その他の役員の異動（平成21年５月28日付予定） 
 １．退任予定取締役 
 取締役      森山 博光  （現 店舗建設部長） 

 ２．新任監査役候補 
 常勤監査役    新村 出   （現 監査室課長） 
 監査役      月待 孝一  （現 税理士） 
  

 ３．退任予定監査役 
 常勤監査役    池田 重信 
 常勤監査役    久保 正隆 
  

（注）新任監査役候補者 月待 孝一氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

(重要な後発事象)

６ その他
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