
 
(平成22年４月30日現在) 

(単位：千円)
 

 

貸 借 対 照 表

科      目 金    額 科      目 金    額
(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流動資産 3,284,971 流動負債 5,510,728
現金及び預金 718,894 支払手形 83,347
受取手形 841 買掛金 1,092,891
売掛金 872,861 短期借入金 3,015,000

商品及び製品 658,128
１年内返済予定長期借
入金

311,392

原材料及び貯蔵品 14,904 １年内償還予定社債 490,000

前払費用 37,950
１年内返済予定リース
債務

186,786

繰延税金資産 54,628 未払金 83,494
関係会社短期貸付金 845,960 未払費用 91,748
未収入金 58,749 未払法人税等 7,803
その他 31,584 未払事業所税 7,215
貸倒引当金 △9,532 未払消費税等 20,504

固定資産 6,500,975 前受金 25,878
有形固定資産 5,404,129 賞与引当金 74,000
建物 897,841 預り金 15,416
構築物 72,693 その他 5,249
機械及び装置 35,772 固定負債 1,114,279
車両運搬具 83,805 長期借入金 540,066
工具器具及び備品 21,749 リース債務 243,236
土地 3,890,088 退職給付引当金 224,543
リース資産 402,177 役員退職慰労引当金 80,061

無形固定資産 21,669 その他 26,372
のれん 3,000 負債合計 6,625,008
ソフトウェア 231 (純資産の部)
その他 18,438 株主資本 3,149,855

投資その他の資産 1,075,176 資本金 411,250
投資有価証券 60,229 資本剰余金 462,500
関係会社株式 128,911 資本準備金 462,500
出資金 3,121 利益剰余金 2,303,249
長期貸付金 7,250 利益準備金 30,692
関係会社長期貸付金 346,810 その他利益剰余金 2,272,556
破産更生債権等 16,552 別途積立金 2,130,040
差入保証金 458,136 繰越利益剰余金 142,516
保険積立金 123,624 自己株式 △27,143
その他 24,523 評価・換算差額等 11,083

貸倒引当金 △93,984
その他有価証券評価
差額金

11,083

純資産合計 3,160,939
資産合計 9,785,947 負債・純資産合計 9,785,947



 
(単位：千円)

 
 

損 益 計 算 書

(平成21年５月１日から
平成22年４月30日まで )

科         目 金           額

売上高 16,169,845

売上原価 13,187,135

売上総利益 2,982,710

販売費及び一般管理費 2,969,677

営業利益 13,032

営業外収益

受取利息 26,496

受取配当金 13,624

受取手数料 92,587

その他 37,245 169,955

営業外費用

支払利息 59,330

社債利息 6,331

その他 3,299 68,961

経常利益 114,026

特別利益

貸倒引当金戻入額 25,567

その他 418 25,986

特別損失

固定資産売却損 652

固定資産除却損 4,305

会員権評価損 3,583 8,542

税引前当期純利益 131,470

法人税、住民税及び事業税 4,623

法人税等調整額 10,980

当期純利益 115,866



   

 
(単位：千円)

 
 

 
  

(単位：千円)
 

 

 
  

株主資本等変動計算書

(平成21年５月１日から
平成22年４月30日まで )

株    主    資    本

資  本  金
資  本  剰  余  金

資 本 準 備 金 資本剰余金合計

平成21年４月30日残
高

411,250 462,500 462,500

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － －

当期純利益 － － －

 別途積立金の取崩 － － －

 自己株式の取得 － － －
株主資本以外の項
目の
事業年度中の変動
額(純額)

－ － －

事業年度中の変動額
合計

－ － －

平成22年４月30日残
高

411,250 462,500 462,500

株    主    資    本

利  益  剰  余  金

自己株式
株主資本
合計利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途積立金
繰越利益剰

余金
平成21年４月30日残
高

30,692 2,430,040 △231,991 2,228,741 △27,060 3,075,431

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － △41,359 △41,359 － △41,359

当期純利益 － － 115,866 115,866 － 115,866

 別途積立金の取崩 － △300,000 300,000 － － －

 自己株式の取得 － － － － △83 △83

株主資本以外の項
目の
事業年度中の変動
額(純額)

－ － － － － －

事業年度中の変動額
合計

－ △300,000 374,507 74,507 △83 74,424

平成22年４月30日残
高

30,692 2,130,040 142,516 2,303,249 △27,143 3,149,855



(単位：千円)
 

 

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券評価差

額金
評価・換算差額等合計

平成21年４月30日残
高

6,737 6,737 3,082,168

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － △41,359

当期純利益 － － 115,866

別途積立金の取崩 － － －

 自己株式の取得 － － △83

株主資本以外の項
目の
事業年度中の変動
額(純額)

4,345 4,345 4,345

事業年度中の変動額
合計

4,345 4,345 78,770

平成22年４月30日残
高

11,083 11,083 3,160,939



 

   ア．商品については 

     ①石油商品は、先入先出法による原価法を採用しております。 

     ②新車・中古車は、個別法による原価法を採用しております。 

     ③カー用品、その他の用品は、総平均法による原価法を採用しております。 

   イ．貯蔵品については、最終仕入原価法による原価法を採用しております。 

   ウ．貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。 

 建物（建物付属設備を除く）及び車両運搬具のうちレンタル車両については旧定額法とし、そ
れ以外については旧定率法によっております。 

 なお、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、３年間で均等償却をして
おります。 

 旧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）による旧定額法
によっております。 

 また、のれんについては、投資効果の発現する期間（５年）で均等償却しております。 

 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を採用しております。 

 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を採用しております。 

 

    税抜方式によっております。 

  

個 別 注 記 表
〔重要な会計方針〕
 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によっております。
・その他有価証券

 時価のあるもの 期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）によっております。

 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．棚卸資産の評価基準及び評価方法

 ３．固定資産の減価償却の方法
   有形固定資産（リース資産を除く）

   無形固定資産

   リース資産

 ４．引当金の計上基準
貸倒引当金 債権の貸倒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勘案
し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、退職一時金について、当事業年度末に

おける退職給付債務に基づき、当事業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。

役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上し
ております。

 ５．消費税等の会計処理



 
 

   次の関係会社について、金融機関からの借入に対し、債務保証を行なっております。 
  

   

 
  

 
  

〔貸借対照表関係〕
 １．担保に供している資産

建物 3,031,336千円
土地 728,681千円
投資有価証券 8,908千円

計 3,768,926千円
   担保に係る債務の合計

短期借入金 2,500,000千円
１年以内返済予
定
長期借入金

58,000千円

長期借入金 255,000千円

計 2,813,000千円

 ２．有形固定資産の減価償却累計額 2,516,614千円

 ３．保証債務

保証先 金額（千円） 内容

㈱モトーレン東洋 972,440 借入債務

メトロポリタンモーターズ㈱ 522,546 借入債務

 ４．関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 856,296千円
短期金銭債務 32,994千円

〔損益計算書関係〕
 １．関係会社との取引高

売上高 83,479千円
仕入高 5,799千円
販売費及び一般管理
費

255,082千円

営業取引以外の取引
高

112,026千円



 

   当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 
  

   

   当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項 
  

 
  

 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・リース取引のうち、
リース取引開始日が平成20年４月30日以前の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。 

  

 
  

 

 

    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。 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ
いては、級数法によっております。 

    リース資産に配分された減損損失はないため、項目等の記載は省略しております。 

〔株主資本等変動計算書関係〕
 １．当事業年度末日における発行済株式の数 普通株式 3,230,500株
 ２．当事業年度末日における自己株式の数 普通株式 49,292株

 ３．剰余金の配当に関する事項

決議
株式の 
種類

配当金の総額
１株当たり 
配当金

基準日 効力発生日

平成21年７月28日 
定時株主総会

普通株式 41,359千円 13円
平成21年 
４月30日

平成21年 
７月29日

決議予定
株式の 
種類

配当金の 
原資

配当金の 
総額

１株当たり 
配当金

基準日
効力 
発生日

平成22年７月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 31,812千円 10円
平成22年 
 ４月30日

平成22年 
 ７月28日

〔リース取引関係〕

 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 
(千円)

減価償却累計額 
相当額(千円)

期末残高相当額 
(千円)

建物付属設備 5,400 4,242 1,157

機械及び装置 47,700 34,433 13,267

車両運搬具 26,068 19,299 6,769

工具器具及び備品 85,984 71,585 14,398

合計 165,153 129,560 35,592

 ２．未経過リース料期末残高相当額
１年内 23,086千円
１年超 15,490千円

合計 38,576千円

 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料 49,581千円
減価償却費相当額 35,016千円
支払利息相当額 2,337千円

 ４．減価償却費相当額の算定方法

 ５．利息相当額の算定方法

 ６．減損損失について



  子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

 
  

 
(注) １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

  該当事項はありません。 

  

◎記載金額の単位：千円（千円未満を切り捨てて表示しております｡） 

  

〔有価証券関係〕

〔税効果会計関係〕
  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
(短期)
 賞与引当金 29,600千円
 未払事業所税 2,886千円
 貸倒引当金 2,912千円
 未払事業税 2,239千円
 繰越欠損金 17,651千円
 たな卸資産評価損 2,251千円

 小計 57,541千円
(長期)
 退職給付引当金 89,817千円
 役員退職慰労引当金繰入額 32,024千円
 関係会社株式評価損
 減損損失

61,998千円
5,084千円

 会員権評価損 9,537千円
 貸倒引当金 33,094千円

 小計 231,555千円
 評価性引当額 △232,468千円

 繰延税金資産計 56,628千円

繰延税金負債
(長期)
 その他有価証券評価差額金 7,388千円

 繰延税金負債計 7,388千円

 繰延税金資産純額 49,239千円

〔一株当たり情報に関する注記〕
１株当たり純資産額 993円63銭
１株当たり当期純利益 36円42銭

当期純利益 115,866千円

普通株主に帰属しない金額 －千円

普通株式に係る当期純利益 115,866千円

普通株式の期中平均株式数 3,181,375株

〔重要な後発事象〕



  

   

以 上

監査役の監査報告書 謄本

 

監 査 報 告 書

 私は、平成21年５月１日から平成22年４月30日までの第59期事業年度の取締役
の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告い
たします。

１. 監査の方法及びその内容
 私は、取締役及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整
備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な
決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査
いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方
法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いた
しました。
 さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計
算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及び
その附属明細書について検討いたしました。

２. 監査の結果

 (1)  事業報告等の監査結果
一  事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく

示しているものと認めます。
二  取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重

大な事実は認められません。
 (2)  計算書類及びその附属明細書の監査結果

 計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重
要な点において適正に表示しているものと認めます。

  平成22年６月14日
株式会社サンオータス

常勤監査役 塚田敬介 ㊞

以 上



  

 
（平成22年４月30日現在） 

(単位：千円)
 

 

（ご参考）

連 結 貸 借 対 照 表

科      目 金    額 科      目 金    額

(資 産 の 部) (負 債 の 部)

流動資産 6,035,327 流動負債 8,650,177

現金及び預金 1,462,891 支払手形及び買掛金 1,321,394

受取手形及び売掛金 1,905,258 短期借入金 5,356,512

商品及び製品 2,048,711
１年内返済予定長期借
入金

331,206

原材料及び貯蔵品 22,758 １年内償還予定社債 490,000

前払費用 55,205
１年内返済予定リース
債務

196,236

繰延税金資産 69,811 未払金 316,496

未収入金 422,609 未払法人税等 20,140

その他 93,222 前受金 166,069

貸倒引当金 △45,141
賞与引当金
未払費用

121,140
163,974

固定資産 7,298,909 未払消費税 106,337

有形固定資産 5,993,687 その他 60,668

建物及び構築物 1,290,073 固定負債 1,232,860

機械装置及び運搬具 324,585 長期借入金 540,066

土地 3,890,088 リース債務 274,480

リース資産 440,754 退職給付引当金 301,671

その他 48,185 役員退職慰労引当金 80,061

無形固定資産 94,075 長期繰延税金負債 16,824

のれん 68,014 その他 19,756

ソフトウエア 3,087 負債合計 9,883,037

その他 22,974 (純資産の部)

投資その他の資産 1,211,147 株主資本 3,440,116

投資有価証券 90,310 資本金 411,250

長期貸付金 105,250 資本剰余金 462,500

破産更生債権等 16,552 利益剰余金 2,593,509

保険積立金 134,884 自己株式 △27,143

繰延税金資産 28,252 評価・換算差額等 11,083
差入保証金
その他

819,070
28,074

その他有価証券評価
差額金

11,083

貸倒引当金 △11,248 純資産合計 3,451,199

資産合計 13,334,237 負債・純資産合計 13,334,237



  

   

 
(単位：千円)

 
 

（ご参考）

連 結 損 益 計 算 書

(平成21年５月１日から
平成22年４月30日まで )

科         目 金           額

売上高 30,475,946

売上原価 24,733,596

売上総利益 5,742,349

販売費及び一般管理費 5,523,774

営業利益 218,574

営業外収益

受取利息 4,162

受取配当金 1,624

受取手数料 34,462

その他 38,732 78,980

営業外費用

支払利息 86,380

その他 3,299 89,680

経常利益 207,875

特別利益

補助金収入 1,093 1,093

特別損失

固定資産売却損 652

固定資産除却損 4,601

店舗閉鎖損失 3,583

その他 597 9,434

税金等調整前当期純利益 199,533

法人税、住民税及び事業税 40,581

法人税等調整額 9,427

当期純利益 149,525



  

   

 
(単位：千円)

 
 

 
  

(単位：千円)
 

 

 
  

（ご参考）

連結株主資本等変動計算書

(平成21年５月１日から
平成22年４月30日まで )

株    主    資    本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成21年４月30日残高 411,250 462,500 2,485,343 △27,060 3,332,033

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △41,359 － △41,359

当期純利益 － － 149,525 － 149,525

 自己株式の取得 － － － △83 △83

株主資本以外の項目の
連結
会計年度中の変動額
(純額)

－ － － － －

連結会計年度中の変動額
合計

－ － 108,165 △83 108,082

平成22年４月30日残高 411,250 462,500 2,593,509 △27,143 3,440,116

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計その他有価証券評価差

額金
評価・換算差額等合計

平成21年４月30日残高 6,737 6,737 3,338,771

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 － － △41,359

当期純利益 － － 149,525

 自己株式の取得 － － △83

株主資本以外の項目の
連結
会計年度中の変動額(純
額)

4,345 4,345 4,345

連結会計年度中の変動額
合計

4,345 4,345 112,428

平成22年４月30日残高 11,083 11,083 3,451,199


