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1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22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 ％

22年2月期 126,830 △0.3 2,190 △35.1 2,253 △34.0 822 21.4
21年2月期 127,173 △2.6 3,374 △8.4 3,414 △7.5 676 △62.7

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 ％ ％ ％

22年2月期 29.70 ― 1.5 2.3 1.7
21年2月期 24.44 ― 1.3 3.7 2.7

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  ―百万円 21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

22年2月期 97,981 54,296 55.4 1,962.01
21年2月期 95,201 53,791 56.5 1,942.78

（参考） 自己資本   22年2月期  54,296百万円 21年2月期  53,791百万円

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

22年2月期 3,080 △4,095 605 10,611
21年2月期 8,966 △2,297 △1,906 11,020

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年2月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 249 36.8 0.5
22年2月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00 249 30.3 0.5

23年2月期 
（予想）

― 0.00 ― 9.00 9.00 30.0

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23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

64,350 0.4 1,150 3.9 1,150 0.2 605 0.6 21.86

通期 128,700 1.5 2,300 5.0 2,300 2.1 830 1.0 29.99
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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）  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、19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、35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） 22年2月期 27,818,895株 21年2月期 27,818,895株

② 期末自己株式数 22年2月期  144,935株 21年2月期  131,139株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22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 ％

22年2月期 126,182 △0.4 1,951 △37.3 2,038 △36.0 760 39.8
21年2月期 126,694 △2.6 3,115 △9.6 3,186 △8.4 544 △67.3

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

22年2月期 27.48 ―

21年2月期 19.65 ―

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

22年2月期 91,094 53,203 58.4 1,922.51
21年2月期 89,292 52,760 59.1 1,905.56

（参考） 自己資本 22年2月期  53,203百万円 21年2月期  52,760百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（平成22年3月1日～平成23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

64,000 0.4 1,100 15.9 1,100 8.5 545 0.6 19.69

通期 128,000 1.4 2,200 12.7 2,200 7.9 800 5.2 28.91
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当連結会計年度におけるわが国経済は、一部の生産活動や輸出などで持ち直しの動きが見られたもの

の、依然として世界的な金融危機の影響により、物価の下落や内需の低迷などデフレ下の不透明な経済

環境に円高が加わって雇用・所得環境が悪化し、景気は引き続き低調に推移いたしました。また、個人

所得の減少及び景況不安から節約・貯蓄志向による個人消費の低迷が続きました。  

 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食品関連が伸び悩み、投

資関連では公共工事や民間建築工事が低調に推移するなど、景気は低迷が続き、流通を取り巻く環境も

消費者の節約志向や生活防衛意識が一段と高まり、低価格競争が激化するなど、大変厳しい経営環境が

続きました。  

 このような状況のもと、当社グループは、第一次中期経営計画に則った営業上の諸施策の構築や人材

育成を進め、お客様に喜んでいただける店づくりを目指して、一貫した顧客第一主義で地域密着型の店

舗運営に邁進してまいりました。  

 営業政策面におきましては、「百均市」、「節約宣言ジャンボまつり」、「今が旬・祭」等の恒例セ

ールを継続かつ積極的に実施するとともに、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」のアイテム拡大や、地産地商地消の取り組みを推し進めてまいりました。ま

た、９月から開始した「優」ブランド事業では、これまで「こだわりの逸品」として展開していた商品

群に新たに厳しい基準を設け、生産から販売までを管理する「優」ブランド商品を展開し、お客様へよ

り優れた「食の安全・安心・健康」を提供してまいりました。一方、商品、販売の改革に着手し、当社

の販売データ提供に基づき、お取引先様より商品提案及び販売方法の提案をいただく、ＭＤ協議会の運

用を開始いたしました。  

 食品製造面におきましては、精肉のアウトパック事業を拡大するとともに、電力監視システムや混焼

ボイラーによりエネルギーコストの削減に取り組み、製造効率の向上に努めてまいりました。  

 その他の子会社等におきましては、農業生産法人「株式会社アグリ太陽」の農場で、ハウス養液栽培

システムにより栽培されたパプリカ、トマト、ナスを収穫し、当社の一部の店舗にて販売いたしまし

た。  

 管理政策面におきましては、新型インフルエンザに対応するために対策マニュアルの厳格な運用を行

ってまいりました。また、情報セキュリティ基本方針を定め、業務上取り扱う顧客等や当社の情報資産

を各種脅威から守るための危機管理体制の充実に努めてまいりました。一方、地球温暖化防止と循環型

社会の構築に向けて、「みどりのカーテンづくり」事業、マイバッグ持参運動、リサイクル活動、夏期

のクールビズ、プルタブ回収運動、電力監視システム活用など、引き続き地球環境に対する取り組みを

継続、推進いたしました。  

 店舗につきましては、佐土原店（４月）、岩川店（６月）、松元店（10月）、日南店（11月）を新設

し、伊敷団地店（５月）を建替えしたほか、出水店（３月）、慈眼寺店（５月）、鴨池店（７月）、広

原店（９月）、寿店（９月）、西志布志店（12月）、小林店（１月）を改修いたしました。  

 しかしながら、流通業界は、業種業態を超えた競合環境がますます激化し、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1,268億30百万円（前

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

  ①当期の経営成績
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年同期比0.3 ％減）、経常利益が22億53百万円（前年同期比34.0％減）、当期純利益が8億22百万円

（前年同期比21.4％増）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1,287億円（前年同期比1.5％増）、経常利益は23億 

   円（前年同期比2.1％増）、当期純利益は8億30百万円（前年同期比1.0％増）を見込んでおりま 

  す。 
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①資産、負債及び純資産 

  (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27億80百万円増加し979億81百万円となり

ました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ９億20百万円減少し186億39百万円となりました。主な内訳は

現金及び預金が４億９百万円、商品及び製品が５億82百万円減少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37億円増加し793億42百万円となりました。主な内訳は、有形

固定資産が25億97百万円、投資その他の資産が９億18百万円増加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22億75百万円増加し436億85百万円となりま

した。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ31億88百万円増加し、361億24百万円となりました。主な内訳

は、短期借入金が43億40百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が10億80百万円減少したことによる

ものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ９億13百万円減少し、75億61百万円となりました。主な内訳は

リース債務が13億28百万円増加、長期借入金が22億91百万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５億４百万円増加し、542億96百万円とな

りました。主な内訳は利益剰余金が５億72百万円増加したことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当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

４億９百万円減少し106億11百万円となりました。 

（営業キャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、30億80百万円（前連結会計年度差58億86百万円減）となりました。

主な内訳は、税金等調整前当期純利益が17億57百万円、減価償却費が22億58百万円、仕入債務の減少額

が14億13百万円であ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、40億95百万円（前連結会計年度差17億97百万円増）となりました。

主な増加の内訳は、有形固定資産の取得による支出が８億99百万円、建設協力金の支払による支出が７

億45百万円増加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） 

 財務活動の結果得られた資金は、６億５百万円（前連結会計年度差25億12百万円増）となりました。

主な増加の内訳は、短期借入金の増減額が28億20百万円増加、長期借入による収入が２億50百万円減少

したことによるものであります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

※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。 

  

 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 平成22年２月期

自己資本比率 54.3 56.6 58.6 56.5 55.4

時価ベースの自己資本比率 49.3 36.1 34.6 45.7 39.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

5.8 5.2 5.6 2.2 6.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

19.5 19.2 15.5 37.3 17.3

(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を展開し、小売業を営んでおります。 

製造部門 

 サン食品株式会社は、食品を製造し当社に販売しております。 

その他の部門 

 サン流通株式会社は、サン食品株式会社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。 

 新栄シティ開発株式会社は、不動産賃貸業、小売業及び飲食業を営んでおります。 

 太陽サービス有限会社は、当社の各店舗を清掃しております。 

 株式会社楠乃家は、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。 

 株式会社アグリ太陽は、農作物の生産を行い当社に販売しております。 

  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 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1,287億円としております。 

  

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、依然として厳しい雇用・所得環境の影響により、早期の国内景気の回

復は見込めず、流通業界におきましてもより激しさを増した企業間競争が見込まれることから、今後も

予断を許さない状況にあります。  

このような状況のもと、平成22年度は、当社にとりまして創業50周年を迎える記念すべき節目の年とな

ります。50年の永きにわたりご支持いただいた皆様に感謝し、更なる成長をしていくために、特別販売

促進企画の実施や記念誌の発行、記念式典など様々な記念事業を遂行し、「グッドカンパニーの実現」

を目指してまいります。  

 さらに、お客様ニーズにお応えするために、鹿児島初となる迅速でかつ便利なインターネット通信販

売「タイヨーネットスーパー」を鹿児島市内の一部地域で開始するとともに、お取引先様と協同の厚み

を増すために、ＭＤ協議会の運用をさらに強化してまいります。また、「太陽光発電システム」の取次

を開始し、地球環境の保全とお客様への商品、サービスの提供を通じて地域社会への貢献に努めてまい

ります。サン食品株式会社では惣菜工場を新たに開設し、化学調味料、合成保存料、合成着色料、合成

甘味料を使用しない安全・安心・健康を追求した商品を製造し、お客様に提供してまいります。  

 当社グループは、創業50周年を期に新たな気持ちで様々な課題に取り組み、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、

終年度を迎える第一次中期経営計画の目標である「営業利益の向上」の目標に向けて、変革、挑戦、創

造できる企業文化づくりの更なる推進を図り、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あげます。  

  

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】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 11,020 10,611

売掛金 48 66

たな卸資産 6,607 －

商品及び製品 － 5,886

仕掛品 － 1

原材料及び貯蔵品 － 139

繰延税金資産 721 739

その他 1,161 1,194

流動資産合計 19,559 18,639

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※１ 42,920 ※１ 44,852

減価償却累計額 △25,023 △26,235

建物及び構築物（純額） 17,897 18,617

機械装置及び運搬具 2,869 2,892

減価償却累計額 △2,549 △2,499

機械装置及び運搬具（純額） 319 393

土地 ※１ 52,293 ※１ 52,441

リース資産 － 1,393

減価償却累計額 － △101

リース資産（純額） － 1,292

建設仮勘定 229 461

その他 8,596 8,759

減価償却累計額 △7,189 △7,220

その他（純額） 1,406 1,538

有形固定資産合計 72,146 74,744

無形固定資産

のれん 70 47

リース資産 － 210

その他 87 84

無形固定資産合計 157 342

投資その他の資産

投資有価証券 1,248 1,227

長期貸付金 25 35

繰延税金資産 554 570

その他 1,647 2,573

貸倒引当金 △139 △151

投資その他の資産合計 3,337 4,255

固定資産合計 75,642 79,342

資産合計 95,201 97,981
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

負債の部

流動負債

買掛金 12,158 11,543

短期借入金 ※１ 11,780 ※１ 16,120

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 3,621 ※１ 2,541

リース債務 － 249

未払法人税等 667 443

賞与引当金 771 796

役員賞与引当金 19 15

ポイント引当金 201 198

商品券回収損失引当金 7 6

その他 3,707 4,208

流動負債合計 32,935 36,124

固定負債

社債 － 30

長期借入金 ※１ 4,747 ※１ 2,455

リース債務 － 1,328

繰延税金負債 1,644 1,644

退職給付引当金 1,283 1,270

役員退職慰労引当金 143 139

その他 656 691

固定負債合計 8,474 7,561

負債合計 41,410 43,685

純資産の部

株主資本

資本金 8,505 8,505

資本剰余金 7,964 7,964

利益剰余金 37,324 37,897

自己株式 △160 △182

株主資本合計 53,633 54,185

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 157 111

評価・換算差額等合計 157 111

少数株主持分 0 －

純資産合計 53,791 54,296

負債純資産合計 95,201 97,981
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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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 125,735 125,456

売上原価 98,866 98,891

売上総利益 26,869 26,565

営業収入 1,438 1,374

営業総利益 28,307 27,939

販売費及び一般管理費 ※１ 24,933 ※１ 25,749

営業利益 3,374 2,190

営業外収益

受取利息 55 37

債務勘定整理益 32 21

早期決済奨励金 28 27

その他 186 171

営業外収益合計 303 256

営業外費用

支払利息 250 179

商品券回収損失引当金繰入額 4 6

その他 8 8

営業外費用合計 262 193

経常利益 3,414 2,253

特別利益

固定資産売却益 ※２ 17 ※２ 24

固定資産受贈益 129 －

特別利益合計 147 24

特別損失

たな卸資産評価損 － 126

固定資産売却損 ※３ 1 ※３ 58

固定資産除却損 ※４ 34 ※４ 54

減損損失 ※５ 998 ※５ 281

投資有価証券評価損 198 －

役員退職慰労金 4 －

役員退職慰労引当金繰入額 132 －

過年度容器包装リサイクル費用 207 －

特別損失合計 1,576 520

税金等調整前当期純利益 1,984 1,757

法人税、住民税及び事業税 1,266 935

法人税等調整額 41 △0

法人税等合計 1,308 935

少数株主利益 △0 △0

当期純利益 676 822
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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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 8,505 8,505

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,505 8,505

資本剰余金

前期末残高 7,964 7,964

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,964 7,964

利益剰余金

前期末残高 36,924 37,324

当期変動額

剰余金の配当 △277 △249

当期純利益 676 822

当期変動額合計 399 572

当期末残高 37,324 37,897

自己株式

前期末残高 △142 △160

当期変動額

自己株式の取得 △18 △21

当期変動額合計 △18 △21

当期末残高 △160 △182

株主資本合計

前期末残高 53,252 53,633

当期変動額

剰余金の配当 △277 △249

当期純利益 676 822

自己株式の取得 △18 △21

当期変動額合計 381 551

当期末残高 53,633 54,185
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28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 280 157

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△123 △46

当期変動額合計 △123 △46

当期末残高 157 111

評価・換算差額等合計

前期末残高 280 157

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△123 △46

当期変動額合計 △123 △46

当期末残高 157 111

少数株主持分

前期末残高 － 0

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 0 －

純資産合計

前期末残高 53,533 53,791

当期変動額

剰余金の配当 △277 △249

当期純利益 676 822

自己株式の取得 △18 △21

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △122 △46

当期変動額合計 258 504

当期末残高 53,791 54,296
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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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28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 1,984 1,757

減価償却費 1,977 2,258

のれん償却額 23 23

減損損失 998 281

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 11

賞与引当金の増減額（△は減少） 4 6

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 143 △3

ポイント引当金の増減額（△は減少） △5 △2

商品券回収損失引当金の増減額(△は減少） △2 △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） △24 △12

受取利息及び受取配当金 △79 △57

支払利息 250 179

前払年金費用の増減額（△は増加） － △27

投資有価証券評価損益（△は益） 198 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 17 88

固定資産受贈益 △129 －

売上債権の増減額（△は増加） △5 435

たな卸資産の増減額（△は増加） 44 903

仕入債務の増減額（△は減少） 4,532 △1,413

その他 582 △47

小計 10,511 4,374

利息及び配当金の受取額 79 42

利息の支払額 △240 △178

法人税等の支払額 △1,383 △1,159

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,966 3,080

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 △2,023 △2,922

有形固定資産の売却による収入 80 92

事業譲受による支出 － ※２ △427

建設協力金の支払による支出 － △745

その他 △354 △91

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,297 △4,095
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 1,520 4,340

長期借入れによる収入 500 250

長期借入金の返済による支出 △3,631 △3,621

社債の発行による収入 － 30

自己株式の取得による支出 △18 △21

リース債務の返済による支出 － △122

配当金の支払額 △277 △249

少数株主からの払込みによる収入 0 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,906 605

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） 4,762 △409

現金及び現金同等物の期首残高 6,258 11,020

現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 11,020 ※１ 10,611
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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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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、㈱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。

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。

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

     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

     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 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。

    時価のないもの

                       同左

  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  終仕入原価法による原価法

  たな卸資産 

   商品   主として売価還元法による原価法（収 

        益性の低下による簿価切下げの方法） 

   その他  上記以外のたな卸資産は主として 終

        仕入原価法による原価法   

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ①有形固定資産の減価償却の方法

    定率法。なお、耐用年数及び残存価額について

は法人税法に規定する方法と同一の基準によって

おります。

    ただし、平成10年４月１日以降取得の建物(建

物附属設備を除く)については定額法によってお

ります。

 (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（リース資産を除く）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。   

㈱タイヨー（9949）　平成22年２月期決算短信

-16-



  

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

（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。

──── 

  ②無形固定資産の減価償却の方法
②無形固定資産（リース資産を除く）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。

同左

          ──── ③リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース
資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と
同一の方法によっております。

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、残存価額を零とす
る定額法によっております。

 (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
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前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

    ⑥ 退職給付引当金 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。

            同左

   ⑦ 役員退職慰労引当金  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連結会計年度末要支給額を計
上しております。

同左

 (4) 重要なリース取引の処理方法 (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。

リース取引開始日がリース取引に関する会計基準適
用初年度前(平成21年２月28日以前)の所有権移転外フ
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。 
 

 (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 (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。

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。

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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

                    ──── 

  

 

  

            

  

 

  

 

  

          ──── 

  

           

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

（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。

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

 棚卸資産については、従来、主として売価還元法によ

る原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴い、主と

して売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価

切下げの方法）に変更しております。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期
純利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） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、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））が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理に変更しております。なお、リ

ース取引開始日がリース取引に関する会計基準適用初年

度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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益に与える影響はありません。 

                     

          ──── 
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

（連結貸借対照表）

           ────

 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記していたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結

会計年度の「たな卸資産」に含まれる金額は、「商品及

び製品」6,469百万円、「仕掛品」2百万円、「原材料及

び貯蔵品」135百万円であります。
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(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21年２月28日)

当連結会計年度 
(平成22年２月28日)

※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。

※1   このうち、建物830百万円、土地2,872百万円は、

短期借入金4,830百万円、一年内返済予定の長期借

入金1,608百万円、長期借入金1,396百万円の担保

に供しております。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

※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

※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。

給料手当及び賞与 12,707百万円

賞与引当金繰入額 745

退職給付費用 310

役員賞与引当金繰入額 15

役員退職慰労引当金繰入額 11

※2  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 ※2  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

機械装置及び運搬具 0

計 17
 

建物及び構築物 24百万円

機械装置及び運搬具    0

計 24

 

※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

 

※3  固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

土地 52百万円

建物及び構築物      0 

機械装置及び運搬具 3

その他      2  

計 58

※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

※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 22百万円

機械装置及び運搬具 1

その他 30

計 54

 

※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 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。

 

※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は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

遊休資産 鹿児島県（2件） 土地

遊休資産 宮崎県 （1件） 土地

除却予定資産 鹿児島県（1件）   建物及び構築物

    当社グループは、キャッシュ・フローを生み出

す 小単位として店舗を基本単位として、賃貸不

動産、遊休資産及び除却予定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281

百万円を特別損失として計上しました。その内訳

は、土地228百万円、建物及び構築物38百万円、そ

の他（解体工事費用）15百万円であります。 

 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2.0％

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14,757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13,796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

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22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) 131,139 13,796 ― 144,935

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21年５月28日 
定時株主総会

普通株式 249 ９ 平成21年２月28日 平成21年５月29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22年５月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 249 ９ 平成22年２月28日 平成22年５月28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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

※１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

※１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
  
  
 
  
                      ────  
  
 
  
 
  
 
  
 
            
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
                      ──── 
  
            
     
  
 
  
 
  
 
  

 

 

現金及び預金勘定 10,611百万円

現金及び現金同等物 10,611百万円

※２事業譲受に伴い増加した資産及び負債の主な内訳

流動資産 847百万円

固定資産 483百万円

資産合計 1331百万円

流動負債 880百万円

負債合計 880百万円

事業譲受の対価 450百万円

譲り受けた現金及び現金同等物 22百万円

差引事業譲受による支出 427百万円

  
    
３ 重要な非資金取引の内容 
  
   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負債の額は 
     
    それぞれ1,619百万円であります。 
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    前連結会計年度（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。 

  

    当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22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。 

  

    当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22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。 

  

    当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22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。 

  

(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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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 1.ファイナンス・リース取引（借主側）

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)リース資産の内容

  主として店舗の情報機器と建物であります。

 (2)リース資産の減価償却の方法

               連結財務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」に記載のとおりでありま

   す。

    なお、リース取引開始日が平成21年２月28日以前の

   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、その内容は次のとおりでありま 

    す。

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

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。

 

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

325 219 105

その他
(器具及び 
備品)

592 452 139

計 917 672 245

  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 154百万円

１年超 234

計 389

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 95百万円

１年超 150

計 245

  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 163百万円

  減価償却費相当額 163百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

  支払リース料 157百万円

  減価償却費相当額 157百万円

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。

2.オペレーティング・リース取引

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

 

 に係る未経過リース料

1年以内 49百万円

1年超 917

計 966
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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。 

 (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、賃料金額を決定してお

ります。 

(関連当事者情報)

前連結会計年度（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 

㈲ 

（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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当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日) 

  
 役員及び個人主要株主等 

 
 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。 

  (注５)事業譲受については、酒類等の販売事業、もやし等の製造・販売事業、飲食事業を譲受た 

ものであり、また譲受対価につきましては、第三者機関に依頼し、決定しております。 

 (注６)土地等の賃借については、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

おります。 

 （追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月

17日）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18

年10月17日）を適用しております。  

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

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
取引の内容

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）
101 ― ―

商品の仕入

(注４)
430 ― ―

事業譲受

(注5)

 譲受流動

資産
      847 ― ―

 譲受固定

資産
      483 ― ―

 譲受流動

負債
      880 ― ―

 譲受対価       450 ― ―

太陽産業

ジャパン 

㈲ 

（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

土地等の 

賃  借 

（注6）

19 ― ―
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日)

当連結会計年度 
(平成22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 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

 

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 322百万円

 未払事業税 42百万円

 未払事業所税 28百万円

 貸倒引当金超過 61百万円

 投資有価証券評価損 55百万円

 退職給付引当金 513百万円

 役員退職慰労引当金 56百万円

 減損損失 1,746百万円

 ポイント引当金 80百万円

 商品券 157百万円

 繰越欠損金 43百万円

 その他 119百万円

 繰延税金資産小計 3,227百万円

 評価性引当額 △1,828百万円

 繰延税金資産合計 1,398百万円

   繰延税金負債

 子会社時価評価差額 1,644百万円

 前払年金費用 11百万円

 建設協力金 3百万円

 その他有価証券評価差額金 74百万円

 繰延税金負債合計 1,733百万円

 繰延税金負債の純額 335百万円

 

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 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％

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 4.5％

 のれん償却額 1.3％

 評価性引当額 7.8％

  受取配当金 △0.5％

  その他 △0.3％

税効果会計適用後の
 法人税等の負担率

53.2％

㈱タイヨー（9949）　平成22年２月期決算短信

-29-



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 

 
  

(有価証券関係)

前連結会計年度(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
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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22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22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 625 871 245

小計 625 871 245

(連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの)

   株式 323 260 △63

小計 323 260 △63

合計 949 1,131 181

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 89

(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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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21年３月１日  至 平成22年２月28日)

① 退職給付債務 △4,563百万円

② 年金資産 3,091

③ 未積立退職給付債務 △1,471

④ 未認識数理計算上の差異 228

⑤ 連結貸借対照表計上額純額 △1,242

⑥ 前払年金費用 △27

⑦ 退職給付引当金 △1,270

① 勤務費用 245百万円

② 利息費用 74

③ 期待運用収益 △28

④ 数理計算上の差異の費用処理額 37

⑤ 退職給付費用 328

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 1.0％

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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 前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

     該当事項はありません。 

 

 

(企業結合等関係)

  当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）

（パーチェス法の適用）

①被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合企業名

 称及び取得した議決権比率

イ． 被取得企業の名称

清和インターナショナル株式会社

ロ． 取得した事業の内容及び結合後企業名称

取得した企業内容 結合後企業の名称

酒類等の販売事業 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

ハ．企業結合を行った主な理由

 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。

ニ．企業結合日

平成21年4月1日

ホ．企業結合の法的形式

事業の譲受け

ヘ．取得した議決権比率

該当事項はありません。

②連結財務諸表に含まれる取得した事業の期間

自 平成21年４月１日  至 平成22年２月28日

③取得した事業の取得原価及びその内訳

取得した事業の取得原価       450百万円

取得原価の内訳

事業の譲受の対価          450百万円

④事業譲受日に受入れた資産及び負債の価格

流動資産              847百万円

固定資産              483百万円

流動負債              880百万円

⑤発生したのれん又は負ののれんの金額

該当事項はありません。

⑥企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定した場合における当連結会計年度に係る連結損益計算書に及

 ぼす影響の概算額

当該影響は軽微なために、記載を省略しております。
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（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

前連結会計年度(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、飲食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、 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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日) 

       該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１株当たり純資産額 1,942円78銭 1,962円01銭

１株当たり当期純利益 24円44銭 29円70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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 676 822

普通株式に係る当期純利益(百万円) 676 822

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) 27,696 27,679

(重要な後発事象)

譲受ける事業 譲受ける会社

 酒類等の販売事業 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】

(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,755 9,394

売掛金 67 52

商品 6,391 5,812

貯蔵品 89 89

前払費用 149 74

繰延税金資産 692 697

未収入金 1,024 1,104

その他 8 30

流動資産合計 18,178 17,254

固定資産

有形固定資産

建物 ※１ 38,306 ※１ 39,617

減価償却累計額 △21,576 △22,543

建物（純額） 16,730 17,074

構築物 2,339 2,478

減価償却累計額 △1,788 △1,902

構築物（純額） 551 576

機械及び装置 1,001 1,031

減価償却累計額 △870 △883

機械及び装置（純額） 131 148

車両運搬具 47 49

減価償却累計額 △45 △46

車両運搬具（純額） 2 2

工具、器具及び備品 8,503 8,641

減価償却累計額 △7,111 △7,129

工具、器具及び備品（純額） 1,391 1,512

土地 ※１ 44,574 ※１ 44,516

リース資産 － 1,371

減価償却累計額 － △97

リース資産（純額） － 1,273

建設仮勘定 215 84

有形固定資産合計 63,595 65,186

無形固定資産

借地権 34 34

ソフトウエア 4 11

リース資産 － 210

その他 34 35

無形固定資産合計 73 292
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

投資その他の資産

投資有価証券 1,241 1,219

関係会社株式 4,166 4,166

出資金 26 26

長期貸付金 23 18

従業員に対する長期貸付金 2 5

長期前払費用 82 319

繰延税金資産 509 528

差入敷金 806 861

差入保証金 34 35

建設協力金 475 1,061

保険積立金 214 215

前払年金費用 － 27

その他 － 13

貸倒引当金 △139 △139

投資その他の資産合計 7,443 8,361

固定資産合計 71,113 73,840

資産合計 89,292 91,094

負債の部

流動負債

買掛金 11,662 11,120

短期借入金 ※１ 10,000 ※１ 13,600

1年内返済予定の長期借入金 ※１ 3,376 ※１ 2,396

リース債務 － 243

未払金 2,715 3,239

未払費用 5 4

未払法人税等 627 335

未払消費税等 220 95

前受金 2 1

預り金 34 36

前受収益 60 53

賞与引当金 708 728

役員賞与引当金 18 10

ポイント引当金 201 198

商品券回収損失引当金 7 6

その他 411 402

流動負債合計 30,051 32,473

固定負債

長期借入金 ※１ 4,552 ※１ 2,155

リース債務 － 1,314
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

退職給付引当金 1,171 1,168

役員退職慰労引当金 136 130

長期預り敷金 548 564

長期預り保証金 71 84

固定負債合計 6,480 5,417

負債合計 36,531 37,891

純資産の部

株主資本

資本金 8,505 8,505

資本剰余金

資本準備金 7,964 7,964

資本剰余金合計 7,964 7,964

利益剰余金

利益準備金 454 454

その他利益剰余金

別途積立金 34,980 35,280

繰越利益剰余金 859 1,070

利益剰余金合計 36,293 36,805

自己株式 △160 △182

株主資本合計 52,603 53,093

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 157 110

評価・換算差額等合計 157 110

純資産合計 52,760 53,203

負債純資産合計 89,292 91,094
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(2)【損益計算書】

(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 125,186 124,717

売上原価

商品期首たな卸高 6,469 6,391

当期商品仕入高 98,773 98,253

合計 105,242 104,645

商品期末たな卸高 6,391 5,812

売上原価合計 98,851 98,832

売上総利益 26,335 25,885

営業収入

不動産賃貸収入 1,002 966

その他の収入 504 498

営業収入合計 1,507 1,465

営業総利益 27,843 27,350

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,372 1,390

消耗品費 1,577 1,677

配送費 168 167

役員報酬 137 132

給料手当及び賞与 11,924 12,308

賞与引当金繰入額 708 728

役員賞与引当金繰入額 18 10

役員退職慰労引当金繰入額 8 8

福利厚生費 1,463 1,501

退職給付費用 316 305

賃借料 657 772

店舗管理費 974 993

通信費 57 63

水道光熱費 1,907 1,833

租税公課 829 837

寄付・交際費 2 6

旅費及び交通費 58 66

減価償却費 1,821 2,002

電算費 146 133

その他 575 458

販売費及び一般管理費合計 24,728 25,398

営業利益 3,115 1,951
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

営業外収益

受取利息 55 37

受取配当金 43 39

債務勘定整理益 30 19

早期決済奨励金 28 27

その他 146 132

営業外収益合計 305 257

営業外費用

支払利息 221 156

商品券回収損失引当金繰入額 4 6

その他 8 8

営業外費用合計 234 170

経常利益 3,186 2,038

特別利益

固定資産売却益 ※１ 17 ※１ 24

固定資産受贈益 129 －

特別利益合計 147 24

特別損失

たな卸資産評価損 － 126

固定資産売却損 ※２ 0 ※２ 54

固定資産除却損 ※３ 33 ※３ 54

減損損失 ※４ 998 ※４ 281

投資有価証券評価損 195 －

役員退職慰労金 4 －

役員退職慰労引当金繰入額 127 －

過年度容器包装リサイクル費用 207 －

特別損失合計 1,566 516

税引前当期純利益 1,767 1,546

法人税、住民税及び事業税 1,185 776

法人税等調整額 37 8

法人税等合計 1,222 785

当期純利益 544 760
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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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 8,505 8,505

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,505 8,505

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 7,964 7,964

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,964 7,964

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 454 454

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 454 454

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 33,530 34,980

当期変動額

別途積立金の積立 1,450 300

当期変動額合計 1,450 300

当期末残高 34,980 35,280

繰越利益剰余金

前期末残高 2,041 859

当期変動額

別途積立金の積立 △1,450 △300

剰余金の配当 △277 △249

当期純利益 544 760

当期変動額合計 △1,182 211

当期末残高 859 1,070

利益剰余金合計

前期末残高 36,026 36,293

当期変動額

剰余金の配当 △277 △249

当期純利益 544 760

当期変動額合計 267 511

当期末残高 36,293 36,805
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(単位：百万円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

自己株式

前期末残高 △142 △160

当期変動額

自己株式の取得 △18 △21

当期変動額合計 △18 △21

当期末残高 △160 △182

株主資本合計

前期末残高 52,354 52,603

当期変動額

剰余金の配当 △277 △249

当期純利益 544 760

自己株式の処分 △18 △21

当期変動額合計 248 490

当期末残高 52,603 53,093

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 281 157

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△124 △47

当期変動額合計 △124 △47

当期末残高 157 110

評価・換算差額等合計

前期末残高 281 157

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△124 △47

当期変動額合計 △124 △47

当期末残高 157 110

純資産合計

前期末残高 52,636 52,760

当期変動額

剰余金の配当 △277 △249

当期純利益 544 760

自己株式の処分 △18 △21

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124 △47

当期変動額合計 124 442

当期末残高 52,760 53,203
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(4)【重要な会計方針】

項目
第46期

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

第47期
(自 平成21年３月１日
至 平成22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

  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

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。

 時価のないもの

同左

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) 終仕入原価法

による原価法

商品(店舗)    売価還元法によ 

         る原価法（収益 

         性の低下による 

         簿価切下げの方 

    法） 

  (流通センター) 終仕入原価法 

        による原価法

貯蔵品 終仕入原価法による原価法 貯蔵品 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

（１）有形固定資産 

 定率法。なお、耐用年数及び残存価

額については法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降取得

の建物(建物附属設備を除く)について

は定額法によっております。

（１）有形固定資産（リース資産を除

く） 

 定率法。なお、耐用年数及び残存価

額については法人税法に規定する方法

と同一の基準によっております。  

 ただし、平成10年４月１日以降取得

の建物(建物附属設備を除く)について

は定額法によっております。

（追加情報） 

 当事業年度から、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。

      ────  
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項目
第46期

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

第47期
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

（２）無形固定資産 （２）無形固定資（リース資産を除
く）

定額法。 同左

 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。

──── （３）リース資産

 
所有権移転ファイナンス・リース取
引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する
減価償却方法と同一の方法によっ
ております。

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
存価額を零とする定額法によって
おります。  

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
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項目
第46期

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

第47期
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 (7) 役員退職慰労引当金 (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。

同左

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。

 リース取引開始日がリース取引に関

する会計基準適用初年度前（平成21年

２月28日以前）の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。

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46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

第47期
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

                     ────  

  

 

  

 

                      

  

 

  

                       

                     ──── 

  

                      

  

 

  

 

                      

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

（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。

 

(棚卸資産の評価に関する会計基準) 

 棚卸資産については、従来、主として売価還元法によ

る原価法によっておりましたが、当事業年度から「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）が適用されたことに伴い、主として

売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利益

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)

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、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したが、当事業年度から「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成

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））が適用されたことに

伴い、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に

変更しております。なお、リース取引開始日がリース

取引に関する会計基準適用初年度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。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純利

益に与える影響はありません。 

  

                     ──── 
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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46期 
(平成21年２月28日)

第47期
(平成22年２月28日)

※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。

※１ このうち、建物827百万円、土地2,234百万円は、

短期借入金4,080百万円、一年内返済予定の長期

借入金1,608百万円、長期借入金1,396百万円の担

保に供しております。

  ２  偶発債務

    次の子会社の金融機関借入に対し債務保証を

        行っております。

      株式会社アグリ太陽     50百万円
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(損益計算書関係)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

第47期
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

※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

※1  固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

建物 24百万円

計 24

 

※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

 

※2  固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

土地                  

器具及び備品

52百万円

2    

計 54

 

※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

※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

構築物 0

機械及び装置 0

器具及び備品 30

計 54

 

※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

賃貸不動産宮崎県 （1件） 土地

    当社は、キャッシュ・フローを生み出す 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。

 

※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

遊休資産 鹿児島県（2件） 土地

遊休資産 宮崎県 （1件） 土地

除却予定資産 鹿児島県（1件） 建物

    当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単

位として店舗を基本単位として、賃貸不動産、遊

休資産及び除却予定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281百万円

を特別損失として計上しました。その内訳は、土

地228百万円、建物38百万円、その他（解体工事

費用）15百万円であります。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2.0％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14,757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13,796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

第47期(自 平成21年３月１日 至 平成22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） 131,139 13,796 ― 144,935
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(リース取引関係)

第46期
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

第47期
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

リース物件の所有権が借主に移転するとみられるもの以 1.ファイナンス・リース取引（借主側）

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みられるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1)リース資産の内容

主として店舗の情報機器と建物であります。

(2)リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針 ３ 固定資産の減価償却の方法に記
載のとおりであります。
なお、リース取引開始日が平成21年２月28日以前の所
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、その内容は次のとおりであります。

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 572

減価償却累計額相当額 342

期末残高相当額 229

器具及び備品
(百万円)

取得価額相当額 579

減価償却累計額相当額 443

期末残高相当額 136

  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 98百万円

１年超 131

計 229

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 51百万円

１年超 85

計 136

  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 110百万円

  減価償却費相当額 110百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

  支払リース料 100百万円

  減価償却費相当額 100百万円

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。

2.オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

に係る未経過リース料

1年以内 49百万円

1年超 917

計 966
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(税効果会計関係)

第46期 
(平成21年２月28日)

第47期
(平成22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 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

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 294百万円

 未払事業税 34百万円

 未払事業所税 27百万円

 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 472百万円

 減損損失 1,746百万円

 ポイント引当金 80百万円

 商品券 157百万円

 役員退職慰労引当金 52百万円

 その他 114百万円

 繰延税金資産小計 3,086百万円

 評価性引当額 △1,771百万円

 繰延税金資産合計 1,314百万円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 74百万円

 前払年金費用 11百万円

 建設協力金 3百万円

 繰延税金負債合計 89百万円

繰延税金資産の純額 1,225百万円

 

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 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％

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 5.1％

 評価性引当額 5.9％

  受取配当金 △0.6％

 その他 △0.0％

税効果会計適用後の
 法人税等の負担率

50.8％
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(企業結合等関係）

 第46期 （自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）

該当事項はありません。

 第47期 （自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）

 （パーチェス法の適用）
①被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、

 結合企業の名称及び取得した議決権比率

イ． 被取得企業の名称

    清和インターナショナル株式会社

ロ．取得した事業の内容及び結合後企業名称

取得した企業内容 結合後企業の名称

酒類等の販売事業 株式会社タイヨー

ハ．企業結合を行った主な理由

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。

ニ．企業結合日

平成21年4月1日

ホ．企業結合の法的形式

事業の譲受け

ヘ．取得した議決権比率

該当事項はありません。

②当事業年度に含まれる取得した事業の期間

自 平成21年４月１日  至 平成22年２月28日

③取得した事業の取得原価及びその内訳

取得した事業の取得原価       25百万円

取得原価の内訳

事業譲受の対価           25百万円

④事業譲受日に受入れた資産及び負債の価格

流動資産              764百万円

固定資産              102百万円

流動負債              841百万円

⑤発生したのれん又は負ののれんの金額

該当事項はありません。

⑥企業結合が当事業年度開始日に完了したと仮定した場合における当事業年度に係る損益計算書

 に及ぼす影響の概算額

当該影響は軽微なために、記載を省略しております。
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 (注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

 
  

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、 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。 
  
第47期(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日) 
 該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
第46期

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

第47期
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１株当たり純資産額 1,905円56銭 1,922円51銭

１株当たり当期純利益 19円65銭 27円48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
第46期

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

第47期
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 544 760

普通株式に係る当期純利益(百万円) 544 760

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) 27,696 27,679

(重要な後発事象)

㈱タイヨー（9949）　平成22年２月期決算短信

-53-



該当事項はありません。 

6. その他

(1) 役員の異動
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