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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31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）

売上高 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3月期 89,614 △15.9 279 ― 999 243.5 △2,043 ―

20年3月期 106,526 △6.5 △507 ― 291 △81.3 △3,470 ―

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △83.94 ― △5.8 1.1 0.3
20年3月期 △142.53 ― △8.9 0.3 △0.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △142百万円 20年3月期  △53百万円

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3月期 82,354 34,025 41.3 1,397.34
20年3月期 96,702 36,628 37.8 1,501.58

（参考） 自己資本   21年3月期  34,025百万円 20年3月期  36,565百万円

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3月期 5,321 △387 △3,469 5,855
20年3月期 4,818 △2,458 △1,779 4,404

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3月期 ― 11.00 ― 8.00 19.00 463 ― 1.3
21年3月期 ― 8.00 ― 4.00 12.00 292 ― 0.8

22年3月期 
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 56.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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）

 

売上高 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

42,470 3.3 △250 ― △269 ― △668 ― △27.45

通期 91,299 1.9 1,156 313.8 1,190 19.1 344 ― 14.16
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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）  有  

（注） 詳細は、８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、22ページ「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。 

(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、42ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社 イエローハットセールス ）

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3月期 24,961,573株 20年3月期 24,961,573株

② 期末自己株式数 21年3月期  611,505株 20年3月期  610,498株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 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3月期 87,465 4.4 84 ― 1,020 69.1 △2,016 ―

20年3月期 83,767 3.7 △431 ― 603 △75.0 △5,914 ―

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3月期 △82.75 ―

20年3月期 △242.66 ―

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3月期 79,447 34,699 43.7 1,423.77
20年3月期 85,209 37,649 44.2 1,544.73

（参考） 自己資本 21年3月期  34,699百万円 20年3月期  37,649百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31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 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、３ページ「1.経営成績
（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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

41,910 4.7 19 ― 103 ― △262 ― △10.78

通期 87,452 △0.0 1,187 ― 1,302 27.7 589 ― 24.20
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①当期の概況  

当連結会計年度における我が国の経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済の急速な悪化の影

響を受け、企業収益は大幅に減少するとともに、雇用情勢の悪化や生活防衛意識の高まりによって個

人消費の冷え込みがより鮮明になるなど、景気は急速に後退色を強めてまいりました。 

 カー用品業界におきましても、消費マインドの低下による自動車関連用品への需要減少、販売価格

競争の激化、さらに、暖冬を始めとする天候不順の影響も重なって、非常に厳しい経営環境となりま

した。 

 このような状況の中、当社グループは経営資源の選択と集中および経営効率の向上を課題として、

コア事業であるカー用品販売事業に注力し、車検・カーメンテナンス等のサービス部門強化による店

舗利益率向上を図るとともに、人件費の抑制やコスト削減施策を中心とした販売費及び一般管理費の

見直しを行なうなど、収益及び財務体質の改善に努めてまいりました。 

当連結会計年度の売上高は、株式会社アイ・シー・エスからの「オートテック」および「ピット

100」の屋号を有する店舗の譲受けや、追加経済対策によるETC車載器特需があったものの、連結子会

社でありました株式会社ホームセンターサンコーの売却、カー用品市場全体の低迷による小売・卸売

の落込み及び、不採算店の閉鎖等の影響により、前年同期比169億11百万円（15.9％）減少し、896億

14百万円、売上総利益は前年同期比46億19百万円（15.9％）減少し、243億94百万円となりました。 

 販売費及び一般管理費は、店舗譲渡による設備費削減、人件費の抑制により前年同期比54億6百万

円（18.3％）減少し、241億15百万円となりました。その結果、営業利益は前年同期比７億86百万円

増益の２億79百万円、経常利益は前年同期比７億８百万円増益の９億99百万円となりました。また当

期純損失は20億43百万円となりました。 

なお、当社グループ及び当社は、平成21年３月期第２四半期末において純資産額の減少によりター

ムローン契約書に定める確約条項に抵触する事態が発生いたしましたが、第３、第４四半期の営業活

動の結果、当連結会計年度末においては当該事態を回避いたしました。さらに、平成21年４月に金融

機関との当該契約に関する条件変更を行うことにより経営における安定さの度合いを増すことが出来

ました。これに基づき、平成21年３月期連結財務諸表及び財務諸表におきましては、継続企業の前提

に関する重要な疑義が解消したことから記載を除外しております。 

売上高の部門別内訳につきましては、卸売部門は493億86百万円で前年同期比１億71百万円

（0.3％）の減収、小売部門は381億57百万円で前年同期比168億４百万円（30.6％）の減収となりま

した。 

②当期のセグメント別概況 

 事業の種類別セグメント別の概況は次の通りであります。 

（カー用品等販売事業） 

当連結会計年度の出退店の状況につきましては、国内では平成20年10月に上尾店（埼玉県）、涌谷

店（宮城県）、余市店（北海道）、11月に川越インター店（埼玉県）、新座店（埼玉県）、平成21年

１月に宇都宮北店（栃木県）、須賀川西店（福島県）、２月に練馬貫井店（東京都）、３月に久留米

国分店（福岡県）の９店舗を開店し、平成20年４月に上田店（長野県）、６月に箕面店（大阪府）、

７月に竹林店（栃木県）、みのり台店（千葉県）、YRM（イエローハット リサイクルマーケット）

恵庭店（北海道）、小松店（石川県）、８月に厚別南店（北海道）、守口店（大阪府）、上白根店

（神奈川県）、YMS（イエローハット モータースポーツ）荏田店（神奈川県）、９月に鹿屋店（鹿

児島県）、YRM（イエローハット リサイクルマーケット）座間店（神奈川県）、小禄店（沖縄

県）、10月に三河安城店（愛知県）、厚木店（神奈川県）、霧が丘店（神奈川県）、11月に西宮店

（兵庫県）、平成21年１月に豊明店（愛知県）、HFH（ハートフルハート）千葉美浜店（千葉県）、

２月に益田店（島根県）、かの里店（愛知県）、宍道店（島根県）、東萩店（山口県）、３月に太田

店（群馬県）、春日部店（埼玉県）の25店舗を閉店いたしました。 

また、海外では、平成20年５月に台北土城店（台湾）、10月にナド・アル・ハマー店（UAE）、平成

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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21年１月に新松江路店（中国）の３店舗を開店する一方、平成20年５月に北京朝陽路店（中国）、

北京学院路店（中国）の２店舗を閉店いたしました。 

  なお、平成20年10月に合川バイパス山川店（福岡県）、大曲店（秋田県）、丸亀店（香川県）を移

転、11月に山口店（山口県）を建替えし、平成20年10月には株式会社アイ・シー・エスより「オート

テック」および「ピット100」の屋号を有する10店舗を譲受し、平成21年３月にイエローハット店舗

へ業態変更いたしました。 

  その結果、当連結会計年度末の国内店舗数は直営店114店舗、グループ店369店舗の計483店舗とな

りました。また、当連結会計年度末の海外店舗数は20店舗であり、国内・海外を合わせた総店舗数は

503店舗となりました。 

 当連結会計年度におけるカー用品等販売事業の売上高は876億29百万円で前年同期比39億11百万円

（4.3％）の減収となりました。営業損失につきましては１億95百万円で前年同期比４億６百万円の

増益となりました。 

（賃貸不動産事業） 

当連結会計年度の賃貸不動産事業の売上高は、19億85百万円で前年同期比39百万円（2.0％）の増

収となりました。営業利益につきましては、４億75百万円で前年同期比１億51百万円（46.7％）の増

益となりました。 

  

③次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、金融危機による世界経済の減速を背景にさらなる景気減速が懸念さ

れ、当連結会計年度以降も原油価格の沈静化は見られるものの、自動車関連用品業界における需要の

落ち込みが継続すると予想されるなど、先行き不透明な状況です。 

 当社グループは直面する厳しい事業環境を乗り切るため、店舗収益の改善に向けて車検を始めとし

たメンテナンスサービス部門をさらに強化するとともに、経営資源のコア事業への集中化やコスト低

減等による経営効率化に努めるなど、事業基盤の整備を進めることにより収益を確保してまいりま

す。 

通期の連結業績予想といたしましては、売上高912億99百万円、営業利益11億56百万円、経常利益

11億90百万円、当期純利益３億44百万円を見込んでおります。 

なお、業績予想につきましては、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の

前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

(イ) 資産 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は、35億87百万円減少し、315億66百万円（前連結会計

年度末351億54百万円）となりました。これは主に、株式譲渡により株式会社ホームセンターサンコ

ーが連結子会社から外れたことにより、たな卸資産等が32億95百万円減少したことによります。 

 また、当連結会計年度末における固定資産の残高は、107億60百万円減少し、507億87百万円（前連

結会計年度末615億48百万円）となりました。これは主に、本社不動産をはじめとする有形固定資産

の売却等により65億29百万円減少したことのほか、敷金協力金の返還回収等による減少13億22百万

円、投資有価証券の売却等による減少10億17百万円、繰延税金資産の取崩を行ったことによります。

 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ143億48百万円減少し、823億54百万円（前連結会計年

度末967億２百万円）となりました。 

(ロ) 負債 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は、15億34百万円減少し、365億19百万円（前連結会計

年度末380億54百万円）となりました。これは主に、資産に関する情報同様、株式譲渡により株式会

社ホームセンターサンコーが連結子会社から外れたことにより、短期借入金等が59億53百万円減少し

たことのほか、１年内返済予定の長期借入金が46億23百万円増加したことによります。 

 また、当連結会計年度末における固定負債の残高は、102億10百万円減少し、118億９百万円（前連

結会計年度末220億20百万円）となりました。これは主に、長期借入金より返済期日が１年以内のも

のを流動負債に振替えたことにより同残高が82億81百万円減少したことによります。 

(ハ) 純資産 

 当連結会計年度末における純資産の残高は、26億３百万円減少し、340億25百万円（前連結会計年

度末366億28百万円）となりました。これは主に、当期純損失を20億43百万円計上したことによりま

す。 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度に比べ14

億51百万円増加し、当連結会計年度末には58億55百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における営業活動による資金の収入は、53億21百万円となりました。これは主に、

税金等調整前当期純利益が15億78百万円であったこと、減価償却費を24億14百万円計上したことによ

るものであります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における投資活動による資金の支出は3億87百万円となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出53億88百万円及び、売却による収入69億43百万円、無形固定資産の取得

による支出9億22百万円、敷金の預入による支出15億16百万円があったことによります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における財務活動による資金の支出は、34億69百万円となりました。これは主に、

長期借入金の返済よる支出が31億53百万円あっ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・ガバレッジ・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、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
  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 
  利用しております。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。 
  

  

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして位置づけ、経済環境および

当社グループの業績を総合的に勘案の上、配当を行うことを基本方針としております。 

しかしながら、景気の後退局面が長期化する中で、消費意欲の冷え込みや自動車販売の不振など、

当社を取り巻く経営環境は依然厳しく、各施策の取り組みによる効果・改善はみられるものの、先行

きは不透明であります。また、現在当社は財務基盤の強化が優先課題となっていることから諸事情を

総合的に勘案の上、当連結会計年度の期末配当金につきましては、平成21年２月６日公表の「業績予

想の修正及び配当予想の修正」にてお知らせいたしました通り、１株につき４円とし、中間配当金と

あわせまして年間12円とさせていただきました。なお、次期の配当金に関しましては、年間８円（中

間・期末とも４円）を予定しております。 

平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期

自己資本比率 43.4 43.5 40.5 37.8 41.3

時価ベースの自己資本比率 25.9 32.8 21.5 13.2 11.5

キャッシュ・フロー対有利子 
 負債比率

19.0 10.3 43.3 7.8 5.3

インタレスト・カバレッジ・ 
 レシオ

5.5 9.3 2.3 8.7 13.1

(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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当企業集団の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあ

り、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当企業集団が判断したものであ

りますが、ここに掲げられている項目に限定されるものではありません。 

  

①経済情勢及び天候要因等による影響 

当企業集団の事業は、各地域における経済情勢や競合他社の活動状況、天候要因等の影響を受けて

おります。従って、今後の事業活動において、予期しえない景気変動や競合他社の活動、天候不順等

が当企業集団の経営成績及び財政状態等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

②海外での事業活動 

当企業集団は、台湾、中国、アラブ首長国連邦での事業活動を行なっており、また、サウジアラビ

アでの事業活動を予定しております。海外での事業活動において予期しえない景気変動、通貨価値の

変動、テロ・戦争・内乱等による政治的・社会的混乱ならびに法規制や租税制度の変更等が当企業集

団の経営成績及び財政状態等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③個人情報保護 

当企業集団は、小売業が中心の事業形態でありますので、お客様個人に関わる情報を多数有してお

ります。個人情報の管理に関しましては万全を期しておりますが予期しえない不正アクセスによる情

報漏洩等が発生した場合には、当企業集団の経営成績及び財政状態等に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

④災害・事故等 

地震・台風等の自然災害または事故等の発生により、物流・販売の中断が生じた場合には、当企業

集団の経営成績及び財政状態等に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

  

  

  

(4) 事業等のリスク
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当企業集団は、株式会社イエロ－ハット(当社)及び子会社13社（国内12社、国外１社）、関連会社

５社(国内３社、海外２社）で構成され、カー用品等の卸売販売及び一般消費者への小売販売、なら

びに賃貸不動産事業を行なっております。 

 特定子会社でありました株式会社イエローハットセールスは、清算手続きが結了した為、当企業集

団の範囲から除外しております。 

 また、ホームセンター事業を行っておりました株式会社ホームセンターサンコーは当社保有の株式

を譲渡した為、当企業集団の範囲より除外しております。なお、これによりホームセンター事業は当

期のセグメント情報より除外しております。 

 当社は、販売子会社、関連会社及びグループ店企業等に対しカー用品等の卸売販売を行うほか、当

社の直営店舗において小売販売を行っております。また、賃貸不動産事業も行なっております。 

 販売子会社、関連会社及びグループ店企業等はカー用品等の小売販売を行なっております。 

 また、三晃自動車株式会社は、当社及び一般消費者に対し自動車の修理、整備及び販売を行ってお

り、店舗においてはカー用品等の小売販売も行っております。 

 株式会社イエローハット・ファイナンスは、販売子会社、関連会社及びグループ店企業等を対象と

するコンサルティング業務及び金銭の貸付を行なっております。 

 さらに、株式会社イエローハットセールスプロは株式会社イエロ－ハット(当社)より店舗運営業務

を受託し、店舗運営業務を行っております。 

 事業系統図は、次頁のとおりであります。 

2. 企業集団の状況
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(注) １ 上記子会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

２ 上海安吉黄帽子汽車用品有限公司は間接所有であります。 

  

名称 住所
資本金 

(百万円)
主要な事業 

の内容

議決権等
の所有割

合

関係内容

役員の 
兼任等

資金援助
営業上 
の取引

設備の 
賃貸借

（連結子会社）

株式会社イエローハット 東京都 
目黒区

100
コンサルティング

業及び金融業
100.0%

役員の
運転資金貸

付 ―
事務用建物

の賃貸
・ファイナンス 兼任2名 債務保証

三晃自動車株式会社
大阪府 

堺市堺区
48

自動車の修理及び
整備・販売、カー

用品等販売
100.0%

役員の
―

商品の販売
修理・整備

発注等

店舗用建物
の賃貸兼任1名

株式会社中国イエローハット 東京都 
目黒区

110
中国自動車用品事
業への出資、管

理、統括等
100.0%

役員の
 

運転資金貸
付 ― ―

 ホールディング 兼任3名

株式会社イエローハット  東京都 
目黒区

10 店舗運営 100.0%
役員の 運転資金借

入
業務委託 ―

 セールスプロ 兼任5名

株式会社ギャラック
愛知県 
半田市

10 カー用品等販売 100.0% ― ―
商品の 
販売

店舗用建物
の賃貸

株式会社オートテック
東京都 
目黒区

100 カー用品等販売 100.0%
役員の 運転資金 

貸付
商品の 
販売

店舗用建物
の賃貸兼任2名

（持分法適用関連会社）

統一皇帽汽車百貨
台湾台北市 473 カー用品等販売 50.0%

役員の 運転資金 
貸付

― ―
股份有限公司 兼任2名

株式会社ホットマン
宮城県仙台
市太白区

1,030 カー用品等販売 26.8% ― ―
商品の 
販売

店舗用建物
の賃貸

上海安吉黄帽子汽車用品   
中国上海市 525 カー用品等販売 49.9%

役員の
― ― ―

 有限公司 兼任2名
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当社グループは、顧客満足度の向上を基本政策とし、顧客に良い商品、適正な価格、優れた技術、

行き届いたサービスを提供することを目指してまいりました。また、株主様、グループ企業様、仕入

先様、従業員、地域社会などすべての期待に信頼で応えるとともに、共存共栄をはかることを基本方

針としております。 

当社グループにおきましては、投下資本の運用効率を重視し、総資産対経常利益率５％、自己資本

対経常利益率10％を目指し、資本効率の向上に努めてまいります。 

 なお、平成21年３月期の総資産対経常利益率は1.1％、自己資本対経常利益率は2.8％となりまし

た。 

当社グループにおいては、中長期戦略として「店舗収益向上」「仕入原価低減」「店舗展開」「財

務体質強化」の４項目を重点項目に掲げております。 

  

「店舗収益向上」につきましては、特にタイヤ販売の強化に努めるとともに、車検をはじめとするサー

ビス部門収益の拡大に注力してまいります。 

  

「仕入原価低減」につきましては、ＰＢ商品の取扱い拡大、商品仕入コストの削減、物流センターの効

率化等により、売上原価の低減と収益率の改善を図ってまいります。 

  

「店舗展開」につきましては、国内においては、過去事例の分析による出退店基準の見直し、ローコス

ト出店に向けた出店形態の検討を進めるとともに、エリアマーケティングに基づく出店・リニューア

ル・リプレイスメントを進めてまいります。また、海外においては、台湾、中国、中東の各事業の収益

改善を図ってまいります。 

  

「財務体質強化」につきましては、企業体質の強化に向けて、借入金圧縮ならびに所有資産の一部売却

等による資本効率の向上が重要であるとの認識から、長期的課題として取組んでまいります。 

  

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
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前述の中長期経営戦略とともに、企業業績改善に向け、以下４項目を重点課題に掲げております。

  

① コア事業への資源集中 

コア事業以外の事業の方向性を見極め、タイヤ販売を中心としたコア事業への資源集中を進めるこ

とで、小売事業における粗利益率の向上を図り、営業利益の一層の拡大に努めます。 

② 車検サービス事業の拡充  

車検を始めとするメンテナンスサービス部門の強化に向け、整備資格者の人材育成と指定工場の計

画的取得を推進し、サービス部門における収益拡大と顧客の囲い込みを図ります。 

③ 経営効率の向上  

本部・店舗における経費削減を徹底するとともに、ピット稼働率の向上、保有資産の有効活用によ

る資産効率アップ等により、経営効率の向上を目指します。 

④ 活力ある会社づくり 

販売子会社及び本部組織体制の見直しにより、指示命令系統の一元化と情報伝達のスピード向上を

図り、労働生産性をアップします。また、社内コミュニケーションの良化、社員のモチベーションア

ップを図ることで、活力ある会社づくりに努めます。 

  

なお、本項に記載した見込み、見通し、方針、所存等の将来に関する事項は、本決算短信提出日現

在において判断したものであり、将来に関する事項には、不確実性を内在しており、あるいはリスク

を含んでいるため、将来生じる実際の結果と大きく異なる可能性もありますことを、ご留意くださ

い。 

  

  

  

(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】

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年3月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 4,533 5,915 

受取手形及び売掛金 12,819 12,588 

たな卸資産 12,350 8,446 

未収入金 4,227 3,500 

繰延税金資産 509 145 

その他 2,124 1,763 

貸倒引当金 △1,409 △793 

流動資産合計 35,154 31,566 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※３ 35,942 27,699 

減価償却累計額 △18,514 △15,285 

建物及び構築物（純額） 17,428 12,413 

機械装置及び運搬具 489 430 

減価償却累計額 △367 △356 

機械装置及び運搬具（純額） 122 74 

土地 ※３, ※４ 20,175 ※４ 17,644 

建設仮勘定 15 331 

その他 2,011 2,852 

減価償却累計額 △1,036 △1,130 

その他（純額） 974 1,722 

有形固定資産合計 38,716 32,186 

無形固定資産 

ソフトウエア 458 2,248 

ソフトウエア仮勘定 1,570 2 

その他 168 115 

無形固定資産合計 2,197 2,366 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,160 1,143 

長期貸付金 1,155 2,199 

敷金 ※３ 12,226 10,904 

繰延税金資産 920 262 

再評価に係る繰延税金資産 ※４ 1,282 － 

その他 ※１ 2,930 ※１ 2,205 

貸倒引当金 △40 △480 

投資その他の資産合計 20,634 16,234 

固定資産合計 61,548 50,787 

資産合計 96,702 82,354 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(平成20年3月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年3月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 9,848 8,172 

短期借入金 18,789 15,669 

1年内返済予定の長期借入金 ※３ 3,658 8,281 

1年内償還予定の社債 200 － 

未払金 2,111 1,882 

未払法人税等 757 106 

賞与引当金 645 333 

ポイント引当金 179 226 

その他 1,862 1,846 

流動負債合計 38,054 36,519 

固定負債 

社債 2,520 2,000 

長期借入金 ※３ 12,257 2,271 

受入保証金 3,704 3,288 

退職給付引当金 2,381 2,234 

役員退職慰労引当金 134 － 

繰延税金負債 277 531 

長期リース資産減損勘定 565 435 

その他 179 1,047 

固定負債合計 22,020 11,809 

負債合計 60,074 48,329 

純資産の部 

株主資本 

資本金 15,072 15,072 

資本剰余金 9,928 9,928 

利益剰余金 13,677 11,704 

自己株式 △613 △614 

株主資本合計 38,064 36,090 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 327 △195 

繰延ヘッジ損益 6 △5 

土地再評価差額金 ※４ △1,883 ※４ △1,883 

為替換算調整勘定 50 19 

評価・換算差額等合計 △1,499 △2,065 

少数株主持分 63 － 

純資産合計 36,628 34,025 

負債純資産合計 96,702 82,354 
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(2)【連結損益計算書】 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 106,526 89,614 

売上原価 77,511 65,220 

売上総利益 29,014 24,394 

販売費及び一般管理費 ※１ 29,521 ※１ 24,115 

営業利益又は営業損失（△） △507 279 

営業外収益 

受取利息 254 254 

グループ店店舗等賃貸収入 756 830 

受取手数料 569 420 

持分法による投資利益 58 － 

その他 435 532 

営業外収益合計 2,073 2,038 

営業外費用 

支払利息 568 434 

グループ店店舗等賃貸原価 407 473 

持分法による投資損失 111 142 

その他 187 267 

営業外費用合計 1,275 1,318 

経常利益 291 999 

特別利益 

固定資産売却益 ※２ 76 ※２ 1,028 

投資有価証券売却益 0 440 

貸倒引当金戻入額 170 115 

その他 70 5 

特別利益合計 317 1,590 

特別損失 

固定資産売却損 ※３ 37 ※３ 0 

固定資産除却損 ※４ 114 ※４ 263 

投資有価証券評価損 77 262 

投資有価証券売却損 41 0 

関係会社株式売却損 － 13 

減損損失 ※５ 506 ※５ 295 

過年度ポイント引当金繰入額 61 － 

商品評価損 412 118 

その他 264 58 

特別損失合計 1,515 1,011 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） △906 1,578 

法人税、住民税及び事業税 438 229 

過年度法人税等 214 － 

法人税等調整額 2,061 3,392 

法人税等合計 2,714 3,622 

少数株主損失（△） △149 － 

当期純損失（△） △3,470 △2,043 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 15,072 15,072 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 15,072 15,072 

資本剰余金 

前期末残高 9,928 9,928 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,928 9,928 

利益剰余金 

前期末残高 17,922 13,677 

当期変動額 

剰余金の配当 △560 △389 

当期純損失（△） △3,470 △2,043 

連結範囲の変動 △213 460 

当期変動額合計 △4,244 △1,973 

当期末残高 13,677 11,704 

自己株式 

前期末残高 △613 △613 

当期変動額 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △613 △614 

株主資本合計 

前期末残高 42,309 38,064 

当期変動額 

剰余金の配当 △560 △389 

当期純損失（△） △3,470 △2,043 

連結範囲の変動 △213 460 

自己株式の処分 △0 △0 

当期変動額合計 △4,245 △1,973 

当期末残高 38,064 36,090 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 922 327 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△594 △523 

当期変動額合計 △594 △523 

当期末残高 327 △195 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 － 6 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

6 △11 

当期変動額合計 6 △11 

当期末残高 6 △5 

土地再評価差額金 

前期末残高 △1,883 △1,883 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ － 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △1,883 △1,883 

為替換算調整勘定 

前期末残高 36 50 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

13 △30 

当期変動額合計 13 △30 

当期末残高 50 19 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △924 △1,499 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△574 △565 

当期変動額合計 △574 △565 

当期末残高 △1,499 △2,065 

少数株主持分 

前期末残高 219 63 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △155 △63 

当期変動額合計 △155 △63 

当期末残高 63 － 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 41,603 36,628 

当期変動額 

新株の発行 － － 

剰余金の配当 △560 △389 

当期純損失（△） △3,470 △2,043 

連結範囲の変動 △213 460 

自己株式の処分 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △729 △629 

当期変動額合計 △4,975 △2,603 

当期末残高 36,628 34,025 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期
純損失（△） 

△906 1,578 

減価償却費 1,939 2,414 

減損損失 506 295 

のれん償却額 － △2 

たな卸資産評価損 － 118 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △74 △179 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 50 87 

賞与引当金の増減額（△は減少） △129 △289 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 166 123 

受取利息及び受取配当金 △286 △289 

支払利息 568 434 

投資有価証券売却損益（△は益） 40 △439 

投資有価証券評価損益（△は益） 77 262 

持分法による投資損益（△は益） 53 142 

固定資産売却損益（△は益） △38 △1,028 

固定資産除却損 114 263 

売上債権の増減額（△は増加） 1,913 144 

仕入債務の増減額（△は減少） 525 50 

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,473 1,656 

その他の資産・負債の増減額 △838 1,146 

小計 5,155 6,490 

利息及び配当金の受取額 224 231 

利息の支払額 △556 △407 

法人税等の支払額 △5 △992 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,818 5,321 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

有価証券の取得による支出 △5 △664 

有価証券の売却による収入 3 834 

関係会社株式の取得による支出 － △155 

関係会社株式の売却による収入 － 45 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出 

－ △226 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

－ △487 

有形固定資産の取得による支出 △2,706 △5,388 

有形固定資産の売却による収入 1,155 6,943 

貸付けによる支出 △623 △1,569 

貸付金の回収による収入 1,047 2,321 

敷金及び保証金の差入による支出 △527 △1,516 

敷金及び保証金の回収による収入 747 281 

無形固定資産の取得による支出 △1,347 △922 

無形固定資産の売却による収入 － 0 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △200 115 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,458 △387 
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（単位：百万円） 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,331 46 

長期借入金の返済による支出 △3,500 △3,153 

長期借入れによる収入 150 100 

自己株式の取得による支出 0 △0 

自己株式の売却による収入 － 4 

社債の償還による支出 △200 － 

配当金の支払額 △558 △396 

少数株主への配当金の支払額 △1 － 

リース債務の返済による支出 － △69 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,779 △3,469 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 581 1,463 

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △54 △12 

現金及び現金同等物の期首残高 3,877 4,404 

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,404 ※１ 5,855 

㈱イエローハット（9882）　平成21年３月期　決算短信

20



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社     …… ６社

  主要会社名は：「2.企業集団の状
況」に提載しております。 

 なお、連結子会社である㈱イエロ

ーハットセールスは平成19年９月30

日に解散し、清算手続きを行ってお
ります。 

 また、連結子会社であった㈱東京

モバイルネットワークは、持分の変

動に伴い関連会社となったため、当
連結会計年度より連結の範囲から除

外し持分法適用会社としておりま

す。 

 さらに、持分法適用会社であった
㈱中国イエローハットホールディン

グは、株式取得に伴い当連結会計年

度から連結子会社とし、連結の範囲

に含めることといたしました。 
 また、㈱イエローハットセールス

プロは、平成19年7月に新規設立し

たことにより連結の範囲に含めるこ

とといたしました。

(1) 連結子会社     …… ６社

  主要会社名は：「2.企業集団の状
況」に提載しております。

  なお、連結子会社でありました、

㈱イエローハットセールスは、清算

手続きを行ったため、当連結会計年
度より連結の範囲から除外しており

ます。また、清算手続きは平成20年

11月に結了しております。連結子会

社でありました、㈱ホームセンター
サンコーは、当社保有の株式を譲渡

したため、当連結会計年度より連結

の範囲から除外しております。

  さらに、㈱ギャラックは、平成20
年４月に全株式取得に伴い当連結会

計年度から連結の範囲に含めること

といたしました。 

 また、㈱オートテックは、平成20
年９月に新規設立したことにより連

結の範囲に含めることといたしまし

た。

  
(2）非連結子会社    …… ３社

非連結子会社３社は、いずれも小

規模会社であり、総資産、売上高、

当期純損益及び利益剰余金等に及ぼ
す影響は軽微であるため、連結の範

囲から除外しております。

(2）非連結子会社    …… ７社

平成21年２月に新規設立した５社

を含む、非連結子会社７社は、いず

れも小規模会社であり、総資産、売
上高、当期純損益及び利益剰余金等

に及ぼす影響は軽微であるため、連

結の範囲から除外しております。

２ 持分法の適用に関する事
項

 

(1) 持分法を適用した 
関連会社

……４社

 持分法を適用した関連会社の名称
   統一皇帽汽車百貨股份有限公司
  ㈱ホットマン

㈱東京モバイルネットワーク 
上海安吉黄帽子汽車用品有限公司

 

(1) 持分法を適用した 
関連会社

……３社

 持分法を適用した関連会社の名称
   統一皇帽汽車百貨股份有限公司
  ㈱ホットマン

上海安吉黄帽子汽車用品有限公司

 

(2) 持分法非適用の非連結
子会社及び関連会社

…… ７社

主要な非連結子会社及び関連会社 
の名称
 ㈱プロセスオート 

イエローハットミドルイースト
 ㈱札幌イエローハット
 ㈱アップル
持分法を適用しない理由
  持分法適用していない非連結子会

社及び関連会社は、それぞれ当期純
損益及び利益剰余金等に及ぼす影響
は軽微であり、かつ全体としても重
要性がないため、持分法の適用から
除外しております。

 

(2) 持分法非適用の非連結
子会社及び関連会社

……９社

主要な非連結子会社及び関連会社 
の名称
 イエローハットミドルイースト
 ㈱札幌イエローハット 

㈱アップル

持分法を適用しない理由
同左

（3) 持分法の適用の手続について特
に記載する必要があると認められる
事項

   持分法適用会社のうち、決算日
が異なる会社については、当該会社
の事業年度に係る財務諸表を使用し
ております。

(3) 持分法の適用の手続について特に
記載する必要があると認められる事
項

  同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３ 連結子会社の事業年度等
に関する事項

  連結子会社のうち、㈱中国イエロ
ーハットホールディングの決算日は
12月31日であります。 
 連結財務諸表の作成に当たって
は、12月31日現在の財務諸表を採用
しておりますが、連結決算日との間
に生じた重要な取引については、連
結上必要な調整を行っております。

  連結子会社のうち、㈱中国イエロ
ーハットホールディングの決算日は
12月31日であり、㈱ギャラックの決
算日は２月28日であります。 
 連結財務諸表の作成に当たって
は、それぞれの決算日現在の財務諸
表を採用しておりますが、連結決算
日との間に生じた重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行ってお
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：当連結会計年

度末日前１カ月の市場価格の平均に

基づく時価法によっております。
（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）

① 有価証券
 その他有価証券

   同左

   時価のないもの：移動平均法に
よる原価法によっております。

② デリバティブ

  時価法によっております。

② デリバティブ

   同左
③ たな卸資産

  当社は、卸売部門については総平

均法による原価法によっており、小

売部門については売価還元原価法に
よっております。連結子会社は主と

して売価還元原価法によっておりま

す。

③ たな卸資産

  当社は、卸売部門については主と

して総平均法による原価法(貸借対

照表価額について収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法)、小売部門

については主として売価還元法によ

る原価法(貸借対照表価額について

収益性の低下に基づく簿価切下げの
方法)により算出しております。

＜会計方針の変更＞

  当連結会計年度より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」(企業会
計基準第９号 平成18年７月５日公

表分)を適用しております。 

 この変更により営業利益、経常利

益は65百万円減少し、税金等調整前
当期純利益は183百万円減少してお

ります。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は軽微であります。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31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

  定率法によっております。ただ
し、平成10年４月1日以降に取得し

た建物（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。

   なお、主な耐用年数は、次のと
おりであります。

 建物及び構築物：２年～50年

＜会計方針の変更＞

  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日法律第83号))に伴い、当連結
会計年度から平成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。 
 当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。 

（追加情報） 

 当連結会計年度から平成19年３月
31日以前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却が終了

した翌年から５年間で均等償却する

方法によっております。 
 当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。

① 有形固定資産(リース資産を除く)

  定率法によっております。ただ
し、平成10年４月1日以降に取得し

た建物（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。

   なお、主な耐用年数は、次のと
おりであります。

 建物及び構築物：２年～50年

  また、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

度額まで償却が終了した翌年から５
年間で均等償却する方法によってお

ります。

② 無形固定資産
  定額法によっております。なお自

社利用のソフトウエアについては、
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(リース資産を除く)
  同左

   
  
 

 ─────────────── ③ リース資産
  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

  リース期間を耐用年数とし、残存
価格をゼロとする定額法を採用して

おります。

  平成19年3月31日以前に契約をし

た所有権移転外ファイナンス・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。
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

 (3) 重要な引当金の計上基
準

① 貸倒引当金
  債権の貸倒損失に備えるため、
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
  従業員に対して支給する賞与の
支出に充てるため、将来の支給見込
額のうち、当連結会計年度の負担額
を計上しております。

② 賞与引当金
 同左

③ ポイント引当金
  当社及び連結子会社㈱ホームセン

ターサンコーは、顧客のポイントカ
ード使用による将来の負担に備え
て、当連結会計年度末の未使用残高
に基づく負担見込額を計上しており
ます。

③ ポイント引当金
 当社と連結子会社㈱オートテック
及び㈱ギャラックは、顧客のポイン
トカード使用による将来の負担に備
えて、当連結会計年度末の未使用残
高に基づく負担見込額を計上してお
ります。

④ 退職給付引当金
  当社及び主要な連結子会社におい

ては、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
づき計上しております。

  過去勤務債務は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数(５年)による定額法により費
用処理しております。

  数理計算上の差異は、その発生時
の従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数(主として10年)による定
額法により翌連結会計年度から費用
処理することとしております。

④  退職給与引当金
同左

⑤ 役員退職慰労引当金
当社及び一部の連結子会社におい
ては役員の退職慰労金の支給に備
えるため、内規による役員退職慰
労金の当連結会計年度末要支給額
を計上しております。

  なお、当社は平成20年5月13日の
取締役会において、役員退職慰労金
制度の廃止と、当連結会計年度内の
役員退職慰労金の引当を辞退するこ
とを決議しております。この結果、
当連結会計年度末の役員退職慰労引
当金は前連結会計年度末における要
支給額が計上されております。

⑤ 役員退職慰労引当金
当社は平成20年5月13日の取締役

会において、役員退職慰労金制度
の廃止を決議しております。 
 この結果、役員退職慰労引当金
を取崩し、未払い分21百万円につ
いては、固定負債のその他に計上
されております。

また、㈱三晃自動車は平成21年3
月18日の取締役会において、役員
退職慰労金制度の廃止を決議して
おり、役員退職慰労引当金を取崩
しております。

 (4) 外貨建ての資産及び負
債の本邦通貨への換算
基準

外貨建て債権債務は、当連結会計
年度末日の直物為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益処理して
おります。 
  なお、在外関連会社の資産及び負
債は、在外関連会社の期末決算日の
直物為替相場により、資本金は発生
時の為替相場により、また、当期純
利益は期中平均相場により円貨に換
算し、換算差額は純資産の部の為替
換算調整勘定に含めております。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (5) 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。

 ───────────────

 (6) 重要なヘッジ会計の方
法

① ヘッジ会計の方法
  金利スワップ：特例処理によって

おります。
  為替予約：繰延ヘッジ処理によっ

ております。

① ヘッジ会計の方法
   同左
  

② ヘッジ手段とヘッジ対象
  借入金の金利に対し、金利スワッ

プ契約を締結しております。
  外貨建金銭債権及び外貨建予定取

引に対し、為替予約契約を締結して
おります。

② ヘッジ手段とヘッジ対象
   同左

③ ヘッジ方針

  金利スワップは、借入金の金利上
昇リスクをヘッジし、金利コストの

安定化を図るために実施しておりま

す。

  為替予約は、為替変動によるリス
クをヘッジするため対象となる外貨

建金銭債権及び外貨建予定取引の範

囲内で実施しております。

③ ヘッジ方針
   同左

④ ヘッジ有効性評価の方法
  金利スワップについては、金利ス

ワップの特例処理の要件を満たして

いるので、当連結会計年度末におけ

る有効性の評価は省略しておりま
す。

  為替予約については、当連結会計

期間末にヘッジ手段と対象の見直し

により有効性の評価を行っておりま
す。

④ ヘッジ有効性評価の方法
   同左

 (7) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

  消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。

  消費税等の会計処理 

   同左

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。

   同左

６  のれん及び負ののれん 

の償却に関する事項

のれんについては、５年間均等償却を

しております。ただし、金額が僅少の

場合には発生連結会計年度に全額償却

しております。

   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

 連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか負わ
ない取得日から３ヶ月以内に償還期限

の到来する短期投資からなっておりま

す。

   同左

㈱イエローハット（9882）　平成21年３月期　決算短信

26



  

 
  

  

 
  

(7)【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】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

    ─────────────── （リース取引に関する会計基準等）
当連結会計年度より、リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及
び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公

認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を適用しております。 
 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、引き続き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。 
 この変更による当連結会計期間の損益に与える影響

は軽微であります。 

 また、セグメント情報に与える影響は軽微でありま

す。

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

前連結会計年度において、無形固定資産「ソフトウ

ェア」に含めて表示しておりました「ソフトウェア仮

勘定」（前連結会計年度565百万円）は、総資産額の
100分の１を超えることとなったため、当連結会計年

度においては区分掲記することといたしました。

───────────────────
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(8)【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３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の
とおりであります。

関係会社株式 1,220百万円
（うち、共同支配企業に対する投資金額    32 〃 )

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の
とおりであります。

関係会社株式 855百万円
（うち、共同支配企業に対する投資金額  61 〃 )

 

 ２ 保証債務
   連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して、次のとおり保証を行っております。
㈱アップル 448百万円
荒尾シティプラン㈱ 1,043 〃
計 1,491百万円

 

 ２ 保証債務
  連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金に

対して、次のとおり保証を行っております。
㈱アップル 476百万円

※３ 担保に供している資産
建物及び構築物 909百万円
土地 2,195 〃
敷金 1,084 〃

───────────────────

   (上記に対応する債務)
１年以内返済予定の長期借入金 377百万円
長期借入金 240 〃

 

※４ 事業用土地の再評価
   「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律
の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律
第19号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、再
評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税
金資産」として資産の部に計上し、再評価差額から
これを控除した額を「土地再評価差額金」として純
資産の部に計上しております。

   ①再評価の実施日   平成14年3月31日
   ②再評価の方法  「土地の再評価に関する法律

施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条
第4号に定める路線価に合理的な調整を行う方式
で、また、一部路線価のない土地につきましては、
同第３号に定める固定資産税評価額の倍率方式に基
づき算出しております。
③再評価を行った土地の期末
 における時価と再評価後の
 帳簿価額との差額

△1,634百万円

※４ 事業用土地の再評価
  「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日
公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法律
の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律
第19号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、再
評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税
金資産」として資産の部に計上し、再評価差額から
これを控除した額を「土地再評価差額金」として純
資産の部に計上しております。

  ①再評価の実施日   平成14年3月31日
  ②再評価の方法  「土地の再評価に関する法律
施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条
第4号に定める路線価に合理的な調整を行う方式
で、また、一部路線価のない土地につきましては、
同第３号に定める固定資産税評価額の倍率方式に基
づき算出しております。

③再評価を行った土地の期末
における時価と再評価後の
帳簿価額との差額

△1,400百万円

 ５ 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン
   提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため

取引銀行６社と当座貸越契約及び貸出コミットメン
トライン契約を締結しております。これら契約に基
づく当連結会計年度末の借入未実行残高は次の通り
であります。
当座貸越極度額及び貸出コミッ
トメントの総額

10,000百万円

借入実行残高 ─ 〃

差引額 10,000百万円

───────────────────
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの
賃借料 4,725百万円
給与手当 9,862 〃
賞与引当金繰入額 645 〃
減価償却費 1,435 〃
退職給付費用 834 〃

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの
賃借料 4,007百万円
給与手当 8,226 〃
賞与引当金繰入額 333 〃
減価償却費 1,670 〃
退職給付費用 777 〃

※２ 固定資産売却益の内訳
建物及び構築物 58百万円
借地権 11 〃
その他 6 〃
計 76百万円

※２ 固定資産売却益の内訳
土地 576百万円
建物 411 〃
その他 40 〃
計 1,028百万円

※３ 固定資産売却損の内訳
建物及び構築物 37百万円

※３ 固定資産売却損の内訳
器具・備品 0百万円

 

※４ 固定資産除却損の内訳
建物及び構築物 66百万円
器具・備品 12 〃
ソフトウェア 15 〃
その他 19 〃
計 114百万円

 

※４ 固定資産除却損の内訳
敷金 156百万円
建物    81  〃  
構築物      3  〃
器具・備品 2 〃
その他 19 〃
計 263百万円

 

※５ 減損会計
（１）減損損失を認識した資産グループ及び減損損失
計上額、資産の種類ごとの内訳
  当期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いたしました。

場所 用途
種類及び金額 
（百万円）

店舗物件等106件 
松本村井店(長野県
松本市)、篠山店(兵
庫県篠山市) 
他104件

イエローハット
店舗

建物 
構築物 
器具備品 
その他

170
45
2

10

（減損の認識に至った経緯）

営業損益の赤字を計上したため将来キャッシュ・フローが
下落し、減損の認識に至りました。

    場所 用途
種類及び金額 
（百万円）

ペット＆グリーン東
バイパス店(熊本県
熊本市)

ホームセンター
店舗

建物 
構築物 
器具備品 
その他

238 
32 
3 
3 
 

（減損の認識に至った経緯） 

営業損益の赤字を計上したため将来キャッシュ・フローが

下落し、減損の認識に至りました。

 

※５ 減損会計
（１）減損損失を認識した資産グループ及び減損損失
計上額、資産の種類ごとの内訳
 当期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いたしました。

場所 用途
種類及び金額 
（百万円）

支店物件1件 

南関東支店 

（神奈川県大和市）

支店 
事務所

建物 
車輌 
構築物 
器具備品

12 
4 
0 
0

（減損の認識に至った経緯）

営業損益の赤字を計上したため将来キャッシュ・フロー
が下落し、減損の認識に至りました。

場所 用途
種類及び金額 
（百万円）

店舗物件等9件 
高松十川店(香川県
高松市)、三木店(兵
庫県三木市) 
他7件

イエローハット
店舗

建物 
構築物 
器具備品 
その他

181
21
45
5

（減損の認識に至った経緯）

営業損益の赤字を計上したため将来キャッシュ・フローが
下落し、減損の認識に至りました。

    場所 用途
種類及び金額 
（百万円）

賃貸物件
山口県萩市 
他2件

賃貸不動産 建物 
構築物 
 

21 
0 
 

（減損の認識に至った経緯） 

営業損益の赤字を計上したため将来キャッシュ・フローが

下落し、減損の認識に至りました。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

種類別の減損額の合計は次のとおりであります。

種類
合計 

（百万円）

建物 
構築物 
器具備品 
その他 
合計

409 
77 
5 

14 
506

 

種類別の減損額の合計は次のとおりであります。

種類
合計 

（百万円）

建物 
構築物 
器具備品 
車輌 
ソフトウェア 
リース 
合計

215 
23 
46 
6 
0 
2 

295

（２）資産のグルーピングの方法 
 当社グループは、原則として事業所ごとに資産をグル
ーピングしております。イエローハット店舗及びホーム
センター店舗、賃貸不動産については個別物件単位で、
支店・エリア（地域卸売り部門）については管理会計上
の区分で、物流センターについては全社共有資産に、保
養所・研修所についてはキャッシュ・フローを生みませ
んので全社共有資産に、それぞれ資産をグルーピングし
ております。

（２）資産のグルーピングの方法
 当社グループは、原則として事業所ごとに資産をグル
ーピングしております。イエローハット店舗及び賃貸不
動産については個別物件単位で、支店・エリア（地域卸
売り部門）については管理会計上の区分で、物流センタ
ーについては全社共有資産に、保養所・研修所について
はキャッシュ・フローを生みませんので全社共有資産
に、それぞれ資産をグルーピングしております。

（３）回収可能性の算定方法 
 回収可能性は、正味売却価額または使用価値により測
定しております。土地については不動産鑑定士の算定価
額を、建物については合理的に算定された価額を、それ
ぞれの回収可能価額としております。 
 使用価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・フロ
ーを５％で割り引いて計算しております。

（３）回収可能性の算定方法
 回収可能性は、正味売却価額または使用価値により測
定しております。土地については不動産鑑定士の算定価
額を、建物については合理的に算定された価額を、それ
ぞれの回収可能価額としております。 
 使用価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・フロ
ーを５％で割り引いて計算しております。
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

   
  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加        788株 

 持分法適用関連会社の持分比率低下による減少  1,741株 

３  新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

 (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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株)         24,961,573                 ―                ―        24,961,573

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 611,451 788 1,741 610,498

４ 配当に関する事項

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25日 
取締役会

普通株式 292 12 平成19年３月31日 平成19年６月12日

平成19年11月14日 
取締役会

普通株式 268 11 平成19年９月30日 平成19年12月７日

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13日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 194 8 平成20年３月31日 平成20年６月27日
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   
  

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加          1,404株 

 新規連結子会社保有株式の増加           8,300株 

 持分法適用関連会社の持分比率低下による減少       397株 

  連結子会社保有株式の売却により減少         8,300株 

３  新株予約権等に関する事項 

      該当事項はありません。 

  

 (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 

 
  

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株)         24,961,573                 ―                ―        24,961,573

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 610,498 9,704 8,697 611,505

４ 配当に関する事項

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13日 
取締役会

普通株式 194 8 平成20年３月31日 平成20年６月27日

平成20年11月7日 
取締役会

普通株式 194 8 平成20年９月30日 平成20年12月９日

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６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 97 4 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(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4月1日
至 平成20年3月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物期末残高と連結財務諸表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,533百万円

預入期間が３ヵ月を 
超える定期預金

 △129 〃

現金及び現金同等物 4,404百万円
 

※１ 現金及び現金同等物期末残高と連結財務諸表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 5,915百万円

預入期間が３ヵ月を
超える定期預金

△60 〃

現金及び現金同等物 5,855百万円

 ２ 当連結会計年度に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び債務の額は、それぞれ

835百万円であります。  
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  前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

事業区分は、商品等の種類とその市場を考慮し、カー用品等販売事業とホームセンター事業及び賃貸不動産

事業に区分しております。 
  
２ 各事業区分の主要商品等 

 
３ 営業費用のうち消去又は、全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

カー用品等 
販売事業 
(百万円)

ホーム
センター事業

(百万円)

賃貸
不動産事業 
(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円)

連結 
  

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

91,540 13,039 1,946 106,526 ― 106,526

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

92 ― 255 348 (348) ―

計 91,633 13,039 2,201 106,874 (348) 106,526

営業費用 92,235 13,268 1,877 107,382 (348) 107,033

営業利益又は 
営業損失（△）

△601 △229 324 △507 ― △507

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

資産 74,042 12,554 10,105 96,702 ― 96,702

減価償却費 899 285 461 1,645 ― 1,645

減損損失 

資本的支出

228 

3,152

277 

793

― 

95

506 

4,041

― 

―

506 

4,041

事業区分 主要商品等

カー用品等販売
タイヤ・ホイール商品、オーディオ・ビジュアル商品、 
洗車・オイル・ケミカル商品 他

ホームセンター
木材・工具・金物・電動工具、インテリア・家電・収納用品、日用
品、園芸資材・エクステリア商品、ペット・ペット用品、スポーツ・
レジャー用品、カー用品・自転車用品 他

賃貸不動産 不動産等の賃貸
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  当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 
(注) １ 事業区分の方法  

事業区分は、商品等の種類とその市場を考慮し、カー用品等販売事業と賃貸不動産事業に区分しておりま

す。 
  
２ 各事業区分の主要商品等 

 
３ 営業費用のうち消去又は、全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

  

４ 当連結会計年度より㈱ホームセンターサンコーを連結から除外したため、ホームセンター事業はありませ

ん。 

  

５ 会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 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 ③たな卸資産」に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会

計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分)を適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

（リース取引に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ４.会計処理基準に関する事項 (２)重要な減価償却

資産の減価償却の方法 ③リース資産」に記載のとおり、当連結会計年度から、「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日）を適用しております。 

 この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

     

カー用品等 
販売事業 
(百万円)

賃貸
不動産事業 
(百万円)

計
  

(百万円)

消去又は
全社 

(百万円)

連結
  

(百万円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

87,629 1,985 89,614 ─ 89,614

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 87,629 1,985 89,614 (─) 89,614

営業費用 87,825 1,509 89,335 (─) 89,335

営業利益又は 
営業損失（△）

△195 475 279 ─ 279

Ⅱ 資産、減価償却費、減
損損失及び資本的支出

資産 74,271 8,082 82,354 ─ 82,354

減価償却費 1,670 522 2,192 ─ 2,192

減損損失 

資本的支出

272 

5,341

22 

128

295 

5,469

─ 

─

295 

5,469

事業区分 主要商品等

カー用品等販売
タイヤ・ホイール商品、オーディオ・ビジュアル商品、 
洗車・オイル・ケミカル商品 他

賃貸不動産 不動産等の賃貸
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全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、い

ずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

  

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20

年４月１日 至 平成21年３月31日) 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

  

  

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日)

(リース取引関係)

(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年

４月１日 至 平成21年３月31日)
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31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の内訳 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

賞与引当金 299 百万円 賞与引当金 155 百万円

貸倒引当金 488 〃 貸倒引当金 469 〃

関係会社株式評価損 127 〃 退職給付引当金 770 〃

退職給付引当金 706 〃 未払事業税 0 〃

役員退職慰労引当金 127 〃 商品未実現利益 92 〃

未払事業税 69 〃 税務上の繰越欠損金 1,547 〃

商品未実現利益 3 〃 減損損失累計額 1,411 〃

子会社整理損失引当金 891 〃 土地再評価差額金 1,282 〃

税務上の繰越欠損金 941 〃 ポイント引当金 76 〃

減損損失累計額 1,637 〃 投資有価証券減損 54 〃

その他 211 〃 その他有価証券評価損 132 〃

土地再評価差額金 1,282 〃 その他 135 〃

繰延税金資産小計 6,785 百万円 繰延税金資産小計 6,129 百万円

評価性引当額 △3,514 〃 評価性引当額 △5,721 〃

繰延税金資産合計 3,270 百万円 繰延税金資産合計 407 百万円

（繰延税金負債） （繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 △321 百万円 固定資産圧縮積立金 △254 百万円

資本連結時土地評価差額金 △276 〃 資本連結時土地評価差額金 △276 〃

その他投資有価証券評価差額金 △237 〃

その他 △0 〃

繰延税金負債合計 △836 百万円 繰延税金負債合計 △531 百万円

繰延税金資産の純額 2,434 百万円 繰延税金資産の純額 △123 百万円

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。

(注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。

流動資産―繰延税金資産 509 百万円 流動資産―繰延税金資産 145 百万円

固定資産―繰延税金資産 920 〃 固定資産―繰延税金資産 262 〃

固定資産―再評価に係る繰延税金資産 1,282 〃 固定負債―繰延税金負債 531 〃

固定負債―繰延税金負債 277 〃

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に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目

別の内訳

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に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目

別の内訳

税金等調整前当期純損失のため、注記を省略しております。 連結財務諸表提出会社の法定実効税率    40.5％ 

（調整） 

住民税均等割額等             △1.6％ 

交際費等永久に損金に算入されない項目     1.3％ 

受取配当等永久に益金に算入されない項目  △0.4％ 

評価性引当額               189.5％ 

その他                   0.2％ 

税効果会計適用後の法人税等の負担率    229.5％      
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(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で40百万円減損処理を行っております。 

なお、当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得価格に比べて30％以上下落した場合には

「著しく下落した」ものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能性を総合的に判断し

ております。 

  

  

 
  

  

 
(注) 当連結会計年度において、非上場株式において37百万円減損処理を行っております。 

  

(有価証券関係)

前連結会計年度

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年3月31日現在)

種類
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 748 1,597 848

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

小計 748 1,597 848

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 668 407 △261

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

小計 668 407 △261

合計 1,417 2,004 587

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

43 0 41

３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成20年3月31日現在)

種類
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 156

合計 156
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(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で262百万円減損処理を行っております。 

なお、当該有価証券の減損にあたっては、個々の銘柄の時価が取得価格に比べて30％以上下落した場合には

「著しく下落した」ものとし、時価の推移及び発行体の財政状態等の検討により回復可能性を総合的に判断し

ております。 

  

  

 
  

  

 
  

当連結会計年度

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成21年3月31日現在)

種類
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 225 289 64

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

小計 225 289 64

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの

株式 1,166 775 △390

債券 ─ ─ ─

その他 ─ ─ ─

小計 1,166 775 △390

合計 1,392 1,065 △326

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

834 440 0

３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成21年3月31日現在)

種類
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 77

合計 77
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変動金利の借入金について金利スワップ取引を、外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引に対し

為替予約取引を行なっております。 

  

デリバティブ取引は、将来の金利・為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機目的の

取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方針であります。 

  

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを、為替予約取引は為替相場の変動によるリス

クを有しております。 

  

当社の行うデリバティブ取引は、社内ルールに従い当該担当部門が決裁担当者または取締役会の

承認を得て行っております。 

  

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項はありません。 

  

変動金利の借入金について金利スワップ取引を、外貨建金銭債権債務及び外貨建予定取引に対し

為替予約取引を行なっております。 

  

デリバティブ取引は、将来の金利・為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機目的の

取引及びレバレッジ効果の高いデリバティブ取引は行わない方針であります。 

  

金利スワップ取引は市場金利の変動によるリスクを、為替予約取引は為替相場の変動によるリス

クを有しております。 

  

当社の行うデリバティブ取引は、社内ルールに従い当該担当部門が決裁担当者または取締役会の

承認を得て行っております。 

  

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引を除き該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

１ 取引の状況に関する事項

① 取引の内容及び利用目的等

② 取引に対する取組方針

③ 取引に係わるリスクの内容

④ 取引に係わるリスク管理体制

２ 取引の時価等に関する事項

当連結会計年度(自 平成20年4月１日 至 平成21年3月31日)

１ 取引の状況に関する事項

① 取引の内容及び利用目的等

② 取引に対する取組方針

③ 取引に係わるリスクの内容

④ 取引に係わるリスク管理体制

２ 取引の時価等に関する事項
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年
４月１日 至 平成21年３月31日) 
  

 決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

  

  

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

  

  

該当事項はありません。 

当連結会計年度(自 平成20年4月１日 至 平成21年3月31日) 

該当事項はありません。 

  

(退職給付関係)

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自 平成19年4月１日 至 平成20年3月31日)
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（注）算定上の基礎 

１.１株当たり純資産額 

 
    

２.１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,501円58銭

 
１株当たり純資産額 1,397円34銭

 
１株当たり当期純損失 142円53銭

 
１株当たり当期純損失 83円94銭

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１
株あたり当期純損失であり、また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、１
株あたり当期純損失であり、また潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

前連結会計年度
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日

連結貸借対照表の 
純資産の部の合計額（百万円）

36,628 34,025

普通株式に係る純資産額 (百万円) 36,565 34,025

差額の主な内訳 (百万円)

少数株主持分 63 ―

普通株式の発行済株式数（千株） 24,961 24,961

普通株式の自己株式数（千株） 610 611

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数(千株)

24,351 24,350

前連結会計年度
自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日

当連結会計年度 
自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日

連結損益計算書上の 
当期純損失（△）（百万円）

△3,470 △2,043

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ― ―

普通株式に係る当期純損失(△) (百万円) △3,470 △2,043

普通株式の期中平均株式数 (千株) 24,351 24,350
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重要な子会社の譲渡 

1.その旨及び目的 

 平成20年３月28日開催の取締役会決議において、連結子会社であります株式会社ホームセンターサ

ンコーの株式譲渡を決議し、平成20年６月２日に譲渡しております。 

 カー用品の卸売・小売を中心事業とする連結経営強化を図り、限られた経営資源の「選択と集中」

を行なう上で必要との判断に基づき、譲渡を行なうものであります。 

2.子会社の概要 

①商号        株式会社ホームセンターサンコー 

②本社所在地     熊本県熊本市東町２丁目１番15号 

③代表者       中山 耕吉 

④事業内容      ホームセンター事業、ペットと園芸の専門店経営 

           建築工事請負・土木工事・造園緑化工事請負、フランチャイズ店の指導 

⑤設立年月      昭和61年６月３日 

⑥従業員数      642名 

⑦資本金       495百万円 

⑦大株主及び所有割合 株式会社イエローハット 5,300株(82.55％) 

3.株式の譲渡先 

①商号        ダイキ株式会社 

②本社所在地     愛知県松山市美沢１丁目９番１号 

③代表者       佐藤 一郎 

④事業内容      ＤＩＹ用品の販売、増改築・造園工事 

4.譲渡の時期 

 平成20年６月２日 

5.譲渡株式数、譲渡価額及び取得前後の所有株式の状況 

①譲渡前の所有株式数 5,300株 (所有割合  82.55％) 

②譲渡株式数     5,300株 (所有価額 152百万円) 

③譲渡後の所有株式数   0株 (所有割合   0.00％) 

6.株式の譲渡による損失見込額 

 過年度及び平成20年３月期において、株式譲渡における損失は全て計上しており、新たに発生しな

い見込みです。 

7.今後の資産・負債・純資産及び売上高に与える影響の見込 

 今後の予測につきましては、当社を含む連結会社の活動により変動するものでありますが、資産・

負債及び売上高については約10％の減少、また、純資産への影響は極めて軽微なものと見込んであり

ます。 

8.株式の譲渡が営業活動に及ぼす影響 

 同社はホームセンター事業を主な業務として行なっていたものであり、カー用品の卸売・小売を中

心事業とする当社の営業活動に及ぼす影響は軽微であります。 

  

(重要な後発事象)

前連結会計年度(自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)
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重要な資産の担保提供 

  当社グループは、安定した資金の確保を目的に、平成17年3月22日締結タームローン契約及び平成

19年3月27日締結タームローン契約を平成21年4月10日付けにて条件変更するとともに、新規タームロ

ーン契約を平成21年4月20日付けにて締結いたしました。これに伴い当該３契約に対し、下記不動産

を担保に供しております。 

1.提供期間 

各タームローンの返済時まで( 長平成24年3月30日) 

2.担保提供資産の種類及び簿価 

土地 7,032百万円 

建物 6,628百万円 

当連結会計年度(自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

（単位：百万円） 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,287 5,420 

受取手形 ※１ 5,727 ※１ 4,719 

売掛金 ※１ 6,798 ※１ 7,875 

商品 9,702 7,311 

貯蔵品 208 220 

前払費用 611 421 

繰延税金資産 229 － 

短期貸付金 ※１ 1,685 ※１ 1,342 

未収入金 4,240 3,344 

その他 298 253 

貸倒引当金 △1,458 △718 

流動資産合計 31,332 30,191 

固定資産 

有形固定資産 

建物 26,134 23,123 

減価償却累計額 △12,531 △11,908 

建物（純額） 13,602 11,214 

構築物 4,427 4,328 

減価償却累計額 △3,188 △3,211 

構築物（純額） 1,238 1,117 

機械及び装置 231 231 

減価償却累計額 △205 △211 

機械及び装置（純額） 25 19 

車両運搬具 149 152 

減価償却累計額 △75 △114 

車両運搬具（純額） 73 37 

工具、器具及び備品 1,695 1,869 

減価償却累計額 △772 △1,114 

工具、器具及び備品（純額） 922 754 

土地 ※３ 16,680 ※３ 16,680 

建設仮勘定 15 331 

その他 － 964 

有形固定資産合計 32,559 31,119 

無形固定資産 

借地権 36 36 

ソフトウエア 457 2,247 

ソフトウエア仮勘定 1,570 2 

施設利用権 21 18 

電話加入権 57 58 

無形固定資産合計 2,142 2,363 
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（単位：百万円） 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,022 1,115 

関係会社株式 2,145 2,465 

長期貸付金 － 448 

破産更生債権等 19 15 

長期前払費用 1,200 1,037 

繰延税金資産 1,079 － 

再評価に係る繰延税金資産 ※３ 1,434 － 

差入保証金 279 230 

敷金 10,974 10,878 

保険積立金 59 59 

その他 0 0 

貸倒引当金 △40 △480 

投資その他の資産合計 19,175 15,772 

固定資産合計 53,877 49,256 

資産合計 85,209 79,447 

負債の部 

流動負債 

買掛金 8,198 8,317 

短期借入金 13,944 13,948 

1年内返済予定の長期借入金 2,843 8,200 

未払金 ※１ 2,878 ※１ 2,081 

未払費用 199 159 

未払法人税等 288 43 

未払消費税等 38 369 

預り金 44 41 

前受収益 ※１ 276 ※１ 301 

賞与引当金 157 86 

ポイント引当金 139 174 

その他 295 452 

流動負債合計 29,302 34,175 

固定負債 

社債 2,000 2,000 

長期借入金 10,500 2,100 

受入保証金 ※１ 3,597 ※１ 3,321 

繰延税金負債 － 254 

役員退職慰労引当金 50 － 

退職給付引当金 1,370 1,411 

長期リース資産減損勘定 565 450 

リース債務 － 816 

その他 173 218 

固定負債合計 18,257 10,573 

負債合計 47,560 44,748 
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（単位：百万円） 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 15,072 15,072 

資本剰余金 

資本準備金 9,075 9,075 

その他資本剰余金 852 852 

資本剰余金合計 9,928 9,928 

利益剰余金 

利益準備金 570 570 

その他利益剰余金 

別途積立金 20,036 13,536 

固定資産圧縮積立金 471 374 

繰越利益剰余金 △6,071 △1,880 

利益剰余金合計 15,006 12,600 

自己株式 △593 △593 

株主資本合計 39,414 37,006 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 337 △194 

繰延ヘッジ損益 6 △5 

土地再評価差額金 ※３ △2,108 ※３ △2,108 

評価・換算差額等合計 △1,764 △2,307 

純資産合計 37,649 34,699 

負債純資産合計 85,209 79,447 
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(2)【損益計算書】 

（単位：百万円） 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 ※３ 83,767 ※３ 87,465 

売上原価 67,075 64,922 

売上総利益 16,692 22,543 

販売費及び一般管理費 ※１ 17,124 ※１ 22,458 

営業利益又は営業損失（△） △431 84 

営業外収益 

受取利息 258 254 

受取配当金 48 379 

グループ店店舗等賃貸収入 ※３ 1,298 ※３ 887 

受取手数料 453 461 

その他 247 266 

営業外収益合計 2,306 2,250 

営業外費用 

支払利息 395 403 

社債利息 19 19 

グループ店店舗等賃貸原価 ※２ 740 ※２ 627 

その他 114 263 

営業外費用合計 1,270 1,314 

経常利益 603 1,020 

特別利益 

固定資産売却益 ※４ 0 ※４ 978 

投資有価証券売却益 0 440 

貸倒引当金戻入額 167 235 

その他 － 2 

特別利益合計 168 1,656 

特別損失 

固定資産売却損 ※５ 0 ※５ 0 

関係会社整理損 ※７, ※８ 3,892 － 

固定資産除却損 ※６ 103 ※６ 263 

投資有価証券評価損 28 262 

関係会社株式評価損 1,292 322 

投資有価証券売却損 1 0 

商品評価損 － 118 

減損損失 ※７ 393 ※７ 295 

その他 2 55 

特別損失合計 5,713 1,317 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △4,942 1,358 

法人税、住民税及び事業税 19 6 

過年度法人税等 214 － 

法人税等調整額 738 3,368 

法人税等合計 972 3,375 

当期純損失（△） △5,914 △2,016 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 15,072 15,072 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 15,072 15,072 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 9,075 9,075 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,075 9,075 

その他資本剰余金 

前期末残高 852 852 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 852 852 

資本剰余金合計 

前期末残高 9,928 9,928 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,928 9,928 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 570 570 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 570 570 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 20,336 20,036 

当期変動額 

別途積立金の取崩 △300 △6,500 

当期変動額合計 △300 △6,500 

当期末残高 20,036 13,536 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 473 471 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △1 △97 

当期変動額合計 △1 △97 

当期末残高 471 374 

繰越利益剰余金 

前期末残高 310 △6,071 

当期変動額 

剰余金の配当 △560 △389 

当期純損失（△） △5,914 △2,016 

別途積立金の取崩 300 6,500 

土地再評価差額金の取崩 △208 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 1 97 

当期変動額合計 △6,382 4,190 

当期末残高 △6,071 △1,880 

利益剰余金合計 

前期末残高 21,690 15,006 

当期変動額 

剰余金の配当 △560 △389 

当期純損失（△） △5,914 △2,016 

土地再評価差額金の取崩 △208 － 

当期変動額合計 △6,683 △2,406 

当期末残高 15,006 12,600 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

自己株式 

前期末残高 △592 △593 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △593 △593 

株主資本合計 

前期末残高 46,098 39,414 

当期変動額 

剰余金の配当 △560 △389 

当期純損失（△） △5,914 △2,016 

自己株式の取得 △0 △0 

土地再評価差額金の取崩 △208 － 

当期変動額合計 △6,684 △2,407 

当期末残高 39,414 37,006 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 927 337 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△590 △531 

当期変動額合計 △590 △531 

当期末残高 337 △194 

繰延ヘッジ損益 

前期末残高 － 6 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

6 △11 

当期変動額合計 6 △11 

当期末残高 6 △5 

土地再評価差額金 

前期末残高 △2,316 △2,108 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

208 － 

当期変動額合計 208 － 

当期末残高 △2,108 △2,108 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △1,389 △1,764 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△375 △542 

当期変動額合計 △375 △542 

当期末残高 △1,764 △2,307 

純資産合計 

前期末残高 44,709 37,649 

当期変動額 

剰余金の配当 △560 △389 

当期純損失（△） △5,914 △2,016 

自己株式の取得 △0 △0 

土地再評価差額金の取崩 △208 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 △542 

当期変動額合計 △7,059 △2,950 

当期末残高 37,649 34,699 
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

㈱イエローハット（9882）　平成21年３月期　決算短信

51



  

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法によってお

ります。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

   同左

(2) その他有価証券 (2) その他有価証券

 ① 時価のあるもの

  期末前1カ月の市場価格の平均に

基づく時価法によっております。

(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

法により算定しております。)

 ① 時価のあるもの

   同左

  

 ② 時価のないもの

  移動平均法による原価法によって

おります。

 ② 時価のないもの

   同左

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法

 時価法によっております。    同左

３ たな卸資産(商品・貯蔵

品)の評価基準及び評価

方法

 卸売部門は総平均法による原価法に

よっており、小売部門は売価還元原価

法によっております。

 卸売部門については主として総平均

法による原価法(貸借対照表価額につ

いて収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法)、小売部門については主とし

て売価還元法による原価法(貸借対照

表価額について収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法)により算出してお

ります。

＜会計方針の変更＞
当事業年度より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」(企業会計基準第９
号 平成18年７月５日公表分)を適用し
ております。 
 この変更により営業利益、経常利益
は65百万円減少し、税金等調整前当期
純利益は183百万円減少しております。 
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項目
前事業年度

(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

４ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

 定率法を採用しております。ただ

し、平成10年4月1日以降に取得した

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。

 なお、主な耐用年数は次の通りであ

ります。

建物  2～50年

構築物 2～50年

＜会計方針の変更＞
  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日法律第83号))に伴い、当事業

年度から平成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。 

 当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。 
（追加情報） 

 当事業年度から、平成19年3月31

日以前に取得したものについては、

償却可能限度額まで償却が終了した
翌年から5年間で均等償却する方法

によっております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響

は軽微であります。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

 定率法を採用しております。ただ

し、平成10年4月1日以降に取得した

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。

 なお、主な耐用年数は次の通りであ

ります。

建物  2～50年

構築物 2～50年

  また、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

度額まで償却が終了した翌年から5
年間で均等償却する方法によってお

ります。

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。なお、

自社利用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）

に基づく定額法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

   同左

 ───────────────

 

 

(3) リース資産

  所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産
  リース期間を耐用年数とし、残存

価格をゼロとする定額法を採用して

おります。

  平成19年３月31日以前に契約をし
た所有権移転外ファイナンス・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) 長期前払費用

 均等償却によっております。

(4) 長期前払費用

   同左
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

外貨建債権債務は、当期末日の直物為

替相場により円貨により換算し、換算

差額は損益処理しております。

   同左

６ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

 債権の貸倒損失に備えるため、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、

将来の支給見込額のうち当期の負担額

を計上しております。

(2) 賞与引当金

   同左

(3) ポイント引当金 

 顧客のポイントカード使用による

将来の負担に備えて、当事業年度末

の未使用残高に基づく負担見込額を

計上しております。

(3) ポイント引当金

   同左

(4) 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。

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法により費用処理

しております。

 数理計算上の差異は、その発生時の

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により翌期

から費用処理することとしておりま

す。

(4) 退職給付引当金

   同左

 

(5) 役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規による役員退職慰労金期末要

支給額を計上しております。 

 なお、当社は平成20年5月13日の取

締役会において、役員退職慰労金制度

の廃止と、当事業年度内の役員退職慰

労金の引当を辞退することを決議して

おります。この結果、当事業年度末の

役員退職慰労引当金は前事業年度末に

おける要支給額が計上されておりま

す。

(5) 役員退職慰労引当金

 当社は平成20年5月13日の取締役会

において、役員退職慰労金制度の廃止

を決議しております。 

 この結果、役員退職慰労引当金を取

崩し、未払い分21百万円については、

固定負債のその他に計上されておりま

す。

７ 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。

 ───────────────
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項目
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  金利スワップ：特例処理によって

おります。

  為替予約：繰延ヘッジ処理によっ

ております。

(1) ヘッジ会計の方法

   同左

  

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

  借入金の金利に対し、金利スワッ

プ契約を締結しております。

  外貨建金銭債権及び外貨建予定取

引に対し、為替予約契約を締結して

おります。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

   同左

  

(3) ヘッジ方針

  金利スワップは、借入金の金利上

昇リスクをヘッジし、金利コストの

安定化を図るために実施しておりま

す。

  為替予約は、為替変動によるリス

クをヘッジするため対象となる外貨

建金銭債権及び外貨建予定取引の範

囲内で実施しております。

(3) ヘッジ方針

   同左

  

(4) ヘッジ有効性評価の方法

  金利スワップについては、金利ス

ワップの特例処理の要件を満たして

いるので、当会計期間末における有

効性の評価は省略しております。

  為替予約については、当会計年度

末にヘッジ手段と対象の見直しによ

り有効性の評価を行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

   同左

  

９ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

(1) 消費税等の会計処理

  税抜方式で行っております。

(1) 消費税等の会計処理

   同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

    ─────────────── （リース取引に関する会計基準等）
当事業年度より、リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企
業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３

月30日改正））を適用しております。 

 なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始
前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き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。 

 この変更による当会計期間の損益に与える影響は
軽微であります。

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（貸借対照表）

前事業年度において、無形固定資産「ソフトウェ

ア」に含めて表示しておりました「ソフトウェア仮勘
定」（前事業年度565百万円）は、総資産額の100分の

１を超えることとなったため、当事業年度においては

区分掲記することといたしました。

（損益計算書）

前事業年度において、販売費及び一般管理費「その
他」に含めて表示しておりました「業務委託費」（前

事業年度739百万円）は、販売費及び一般管理費の合

計額の100分の10を超えることとなったため、当事業

年度においては区分掲記することといたしました。

     ───────────────
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

※１ 関係会社に対するもの

受取手形 99百万円

売掛金 2,979 〃

短期貸付金 1,711 〃

未払金 291 〃

前受収益 2 〃

受入保証金 341 〃

※１ 関係会社に対するもの

受取手形 67百万円

売掛金 1,318 〃

短期貸付金 1,342 〃

未払金 498 〃

前受収益 35 〃

受入保証金 478 〃

 ２ 保証債務

   金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を

行っております。

㈱イエローハット・
ファイナンス

2,470百万円

㈱アップル 448 〃

計 2,918百万円

 ２ 保証債務

   金融機関からの借入金に対して次のとおり保証を

行っております。

㈱イエローハット・
ファイナンス

2,050百万円

㈱アップル 476 〃

計 2,526百万円

※３ 事業用土地の再評価

   「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布

法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を行

い、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金資産」として資産の部に計上し、再評

価差額からこれを控除した額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。

   ①再評価の実施日   平成14年3月31日

   ②再評価の方法    「土地の再評価に関する

法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)

第2条第4号に定める路線価に合理的な調整を行う

方式で、また、一部路線価のない土地につきまし

ては、同第3号に定める固定資産税評価額の倍率

方式に基づき算出しております。

   ③再評価を行った土地の期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額

△1,705百万円

※３ 事業用土地の再評価

   「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日

公布法律第34号)及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布

法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を行

い、再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係

る繰延税金資産」として資産の部に計上し、再評

価差額からこれを控除した額を「土地再評価差額

金」として純資産の部に計上しております。

   ①再評価の実施日   平成14年3月31日

   ②再評価の方法    「土地の再評価に関する

法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)

第2条第4号に定める路線価に合理的な調整を行う

方式で、また、一部路線価のない土地につきまし

ては、同第3号に定める固定資産税評価額の倍率

方式に基づき算出しております。

   ③再評価を行った土地の期末における時価と再評

価後の帳簿価額との差額

△1,485百万円
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前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

 ４ 当座貸越契約及び貸出コミットメントライン

   当社は運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行６行と当座貸越契約及び貸出コミットメントラ

イン契約を締結しております。これら契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりで

あります。

当座貸越極度額及び貸出コミット
メントの総額

10,000百万円

借入実行残高 ─ 〃

差引額 10,000百万円

───────────────────
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

業務委託費 5,407百万円

賃貸料 2,284 〃

給与・手当 1,937 〃

賞与引当金繰入額 157 〃

減価償却費 915 〃

退職給付費用 371 〃

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

業務委託費 8,680百万円

賃貸料 3,721 〃

給与・手当 1,831 〃

賞与引当金繰入額 86 〃

減価償却費 1,542 〃

退職給付費用 375 〃

※２ グループ店店舗等賃貸原価の内訳

減価償却費 574百万円

租税公課 112 〃

備品消耗品費 12 〃

修繕費 8 〃

保険料 9 〃

その他 22 〃

計 740百万円

※２ グループ店店舗等賃貸原価の内訳

減価償却費 413百万円

租税公課  75 〃

備品消耗品費 16 〃

修繕費 16 〃

保険料 5 〃

その他 99 〃

計 627百万円

※３ うち関係会社との取引にかかるもの

売上高 21,029百万円

グループ店店舗等賃貸収入 490 〃

※３ うち関係会社との取引にかかるもの

売上高 21,167百万円

グループ店店舗等賃貸収入 103 〃

 

※４ 固定資産売却益の内訳

器具・備品 0百万円

※４ 固定資産売却益の内訳

土地 576百万円

建物  371  〃 

その他 30  〃

計 978百万円

※５ 固定資産売却損の内訳

器具・備品 0百万円

※５ 固定資産売却損の内訳

器具・備品 0百万円

※６ 固定資産除却損の内訳

建物 55百万円

構築物 3 〃

器具・備品 11 〃

ソフトウェア 15 〃

その他 17 〃

計 103百万円

※６ 固定資産除却損の内訳

敷金 156百万円

建物 81 〃

構築物 3 〃

器具・備品 2 〃 

その他  19 〃

計 263百万円
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前事業年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

 

 

 

※７ 減損損失

（１）減損損失を認識した資産グループ及び減損損失

計上額、資産の種類ごとの内訳

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。 

 なお、減損損失勘定に393百万円、関係会社整理損失

勘定に1,454百万円計上しております。

場所 用途
種類及び金額 
（百万円）

店舗物件等79件 
横須賀店(神奈川県横須賀
市)、篠山店(兵庫県篠山市) 
他77件

イエローハッ
ト店舗

建物 
構築物 
土地 
他

1,031 
156 
398 
99

(減損の認識に至った経緯) 
 この物件は営業損益が赤字を計上したため、将来キャッ
シュ・フローが下落し減損の認識に至りました。

場所 用途
種類及び金額 
（百万円）

賃貸物件（大阪府高槻市） 
 

賃貸不動産 建物 
構築物

150 
11

(減損の認識に至った経緯) 
 この物件は営業損益が赤字を計上したため、将来キャッ
シュ・フローが下落し減損の認識に至りました。

種類別の減損額の合計は次のとおりであります。

種類 合計 
（百万円）

建物 
構築物 
器具備品 
車輌 
土地 
リース 
合計

1,182 
168 
29 
0 

398 
69 

1,847

 

 

 

 

※７ 減損損失

（１）減損損失を認識した資産グループ及び減損損失

計上額、資産の種類ごとの内訳

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上いたしました。 

 

場所 用途
種類及び金額 
（百万円）

支店物件1件 

南関東支店 

（神奈川県大和市）

支店 
事務所

建物 
車輌 
構築物 
器具備品

12 
4 
0 
0

(減損の認識に至った経緯) 
 この物件は営業損益が赤字を計上したため、将来キャッ
シュ・フローが下落し減損の認識に至りました。

場所 用途
種類及び金額 
（百万円）

店舗物件等9件 
高松十川店(香川県高松
市)、三木店(兵庫県三木市) 
他7件

イエローハッ
ト店舗

建物 
構築物 
器具備品 
他

181 
21 
45 
5

(減損の認識に至った経緯) 
 この物件は営業損益が赤字を計上したため、将来キャッ
シュ・フローが下落し減損の認識に至りました。

場所 用途
種類及び金額 
（百万円）

賃貸物件 山口県萩市他2件 賃貸不動産 建物 
構築物

21 
0

(減損の認識に至った経緯) 
 この物件は営業損益が赤字を計上したため、将来キャッ
シュ・フローが下落し減損の認識に至りました。

種類別の減損額の合計は次のとおりであります。
種類 合計 

（百万円）

建物 
構築物 
器具備品 
車輌 
ソフトウェア 
リース 
合計

215 
23 
46 
6 
0 
2 

295
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前事業年度
(自 平成19年4月1日
 至 平成20年3月31日)

当事業年度
(自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日)

（２）資産のグルーピングの方法 

 当社は、原則として事業所ごとに資産をグルーピン

グしております。イエローハット店舗及び賃貸不動産

については個別物件単位で、支店・エリア（地域卸売

り部門）については管理会計上の区分で、物流センタ

ーについては全社共有資産に、保養所・研修所につい

てはキャッシュ・フローを生みませんので全社共有資

産に、それぞれ資産をグルーピングしております。

（２）資産のグルーピングの方法 

 当社は、原則として事業所ごとに資産をグルーピン

グしております。イエローハット店舗及び賃貸不動産

については個別物件単位で、支店・エリア（地域卸売

り部門）については管理会計上の区分で、物流センタ

ーについては全社共有資産に、保養所・研修所につい

てはキャッシュ・フローを生みませんので全社共有資

産に、それぞれ資産をグルーピングしております。

（３）回収可能価額の算定方法

  回収可能性は、正味売却価額または使用価値によ

り測定しております。土地については不動産鑑定士の

算定額を合理的に調整した価額、建物については合理

的に算定された価額を、それぞれの回収可能価額とし

ております。

 使用価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて計算しております。

（３）回収可能価額の算定方法

    回収可能性は、正味売却価額または使用価値によ

り測定しております。土地については不動産鑑定士の

算定額を合理的に調整した価額、建物については合理

的に算定された価額を、それぞれの回収可能価額とし

ております。

  使用価値の算定にあたっては、将来キャッシュ・フ

ローを５％で割り引いて計算しております。

 

※８ 関係会社整理損失の内訳

減損損失 1,454百万円

在庫評価減 1,381 〃

債権放棄損失 972 〃

その他 83 〃

計 3,892百万円

───────────────────
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 788株 

  

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

   単元未満株式の買取りによる増加 1,404株 

  

 前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当事業年度(自 平成20年４月１
日 至 平成21年３月31日)  

   決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。 

  

  

  

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。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 588,046 788 ─ 588,834

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株） 588,834 1,404 ― 590,238

(リース取引関係)

(有価証券関係)

 前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)及び当事業年度(自 平成20年４月１

日 至 平成21年３月31日) 
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31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

の内訳

繰延税金資産

 賞与引当金 63百万円

 貸倒引当金 573 〃

 役員退職慰労引当金 20 〃

 退職給付引当金(企業年金) 554 〃

 投資有価証券 34 〃

 未払事業税 25 〃

 関係会社株式 1,084 〃

 減損損失 1,241 〃

 子会社整理引当金 891 〃

 繰越欠損金 171 〃

 その他 74 〃

 土地再評価差額金 1,434 〃

 繰延税金資産小計 6,170百万円

 評価性引当額 △2,867 〃

 繰延税金資産合計 3,303百万円

繰延税金負債

 固定資産圧縮積立金 △321百万円

 その他有価証券評価差額金 △237 〃

 繰延税金負債合計 △558百万円

繰延税金資産の純額 2,744百万円

 (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

流動資産―繰延税金資産 229百万円

固定資産―繰延税金資産 1,079 〃

固定資産―再評価に係る 
     繰延税金資産

1,434 〃

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

賞与引当金 39百万円

貸倒引当金 462 〃

 退職給付引当金(企業年金) 571 〃

投資有価証券 53 〃

未払事業税 9 〃

関係会社株式 260 〃

減損損失 1,189 〃

繰越欠損金 1,512 〃

ポイント引当金 70 〃

その他有価証券評価損 132 〃

その他 114 〃

土地再評価差額金 1,434 〃

繰延税金資産小計 5,850百万円

評価性引当額 △5,850 〃

繰延税金資産合計 ―百万円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金 △254百万円

繰延税金負債合計 △254百万円

繰延税金資産の純額 △254百万円

 

 (注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項

目に含まれております。

固定負債―繰延税金負債 254 〃

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

税引前当期純損失のため注記を省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率               40.5％ 
（調整） 
住民税均等割額等             △2.6％ 
交際費等永久に損金に算入されない項目     2.1％ 
受取配当等永久に益金に算入されない項目 △10.8％ 
評価性引当額               219.6％ 
その他                  △0.4％ 
税効果会計適用後の法人税等の負担率    248.5％ 
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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(注) 算定上の基礎 

１.１株当たり純資産額 

 
   

２.１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,544円73銭

 
１株当たり純資産額 1,423円77銭

 
１株当たり当期純損失 242円66銭

 
１株当たり当期純損失 82円75銭

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１
株あたり当期純損失であり、また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、１
株あたり当期純損失であり、また潜在株式が存在しない
ため記載しておりません。

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（百万円） 37,649 34,699

普通株式に係る純資産額(百万円) 37,649 34,699

普通株式の発行済株式数(千株) 24,961 24,961

普通株式の自己株式数(千株) 588 590

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
普通株式の数 (千株)

24,372 24,371

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

損益計算書上の 
当期純損失(△)  (百万円)

△5,914 △2,016

普通株主に帰属しない金額 (百万円) ─ ―

普通株式に係る当期純損失(△)  (百万円) △5,914 △2,016

普通株式の期中平均株式数 (千株) 24,373 24,372
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重要な子会社の譲渡 

1.その旨及び目的 

 平成20年３月28日開催の取締役会決議において、連結子会社であります株式会社ホームセンターサ

ンコーの株式譲渡を決議し、平成20年６月２日に譲渡しております。 

 カー用品の卸売・小売を中心事業とする連結経営強化を図り、限られた経営資源の「選択と集中」

を行なう上で必要との判断に基づき、譲渡を行なうものであります。 

2.子会社の概要 

①商号        株式会社ホームセンターサンコー 

②本社所在地     熊本県熊本市東町２丁目１番15号 

③代表者       中山 耕吉 

④事業内容      ホームセンター事業、ペットと園芸の専門店経営 

           建築工事請負・土木工事・造園緑化工事請負、フランチャイズ店の指導 

⑤設立年月      昭和61年６月３日 

⑥従業員数      642名 

⑦資本金       495百万円 

⑦大株主及び所有割合 株式会社イエローハット 5,300株(82.55％) 

3.株式の譲渡先 

①商号        ダイキ株式会社 

②本社所在地     愛知県松山市美沢１丁目９番１号 

③代表者       佐藤 一郎 

④事業内容      ＤＩＹ用品の販売、増改築・造園工事 

4.譲渡の時期 

 平成20年６月２月 

5.株式の譲渡による損失見込額 

 平成20年３月期において、譲渡に伴う損失を関係会社株式評価損として1,292百万円計上しており

ます。 

6.株式の譲渡が営業活動に及ぼす影響 

 同社はホームセンター事業を主な業務として行なっていたものであり、カー用品の卸売・小売を中

心事業とする当社の営業活動に及ぼす影響は軽微であります。 

  

(重要な後発事象)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)
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重要な資産の担保提供 

 当社は、安定した資金の確保を目的に、平成17年3月22日締結タームローン契約及び平成19年3月27日

締結タームローン契約を平成21年4月10日付けにて条件変更するとともに、新規タームローン契約を

平成21年4月20日付けにて締結いたしました。これに伴い当該３契約に対し、下記不動産を担保に供

しております。 

1.提供期間 

各タームローンの返済時まで( 長平成24年3月30日) 

2.担保提供資産の種類及び簿価 

土地 7,032百万円 

建物 6,628百万円 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)
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平成21年４月16日発表のとおりであります。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

㈱イエローハット（9882）　平成21年３月期　決算短信

68




