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(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

営業総収入 営業利益 経常利益 中間(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 12,849 2.1 429 3.1 372 16.5 71 103.0

19年８月中間期 12,580 6.4 416 △13.4 319 △32.3 35 △81.6

20年２月期   24,277 ― 623 ― 446 ― 216 ―

１株当たり中間 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年８月中間期 2 86 2 86

19年８月中間期 1 41 1 41

20年２月期 8 74 8 73

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

(2) 連結財政状態
総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年８月中間期 11,632 4,121 35.4 165 64

19年８月中間期 11,825 4,060 34.2 163 11

20年２月期 11,026 4,126 37.3 165 87

(参考) 自己資本 20年８月中間期 4,121百万円 19年８月中間期 4,047百万円 20年２月期 4,117百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営 業 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年８月中間期 995 △377 △40 2,384

19年８月中間期 575 △576 203 2,470

20年２月期 722 △737 △448 1,806

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 ─ 3 50 ─ 3 50 7 00

21年２月期(実績) ─ 3 50 ─ ─
7 00

21年２月期(予想) ─ ─ ─ 3 50

(％表示は、対前期増減率)

営業総収入 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 24,730 1.9 682 9.5 713 59.8 268 23.7 10 80
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４. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  有 

② ①以外の変更         無 

〔(注) 詳細は、25ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。〕 

 
(注) １株当たり中間(当期)純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、41ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。 

  

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

 

   

 
  

 

 

 
  

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

 

 
  

 
  

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

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

めの基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

①
期末発行済株式数 
(自己株式を含む)

 20年８月中間期 25,320,000株 19年８月中間期 25,320,000株 20年２月期 25,320,000株

② 期末自己株式数  20年８月中間期 434,600株 19年８月中間期 503,600株 20年２月期 497,600株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前年中間期増減率)

営業総収入  
（加盟店を含む売上高）

営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年８月中間期 12,568(14,660) 3.8(2.8) 422 0.4 361 10.9

19年８月中間期 12,106(14,265) 5.2(0.9) 421 △16.6 325 △35.4

20年２月期 23,408(27,569) ─ 639 ─ 469 ─

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

20年８月中間期 66 18.3 2 69

19年８月中間期 56 △74.6 2 28

20年２月期 243 ─ 9 81

(2) 個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年８月中間期 11,655 4,214 36.2 169 36

19年８月中間期 11,856 4,152 34.9 166 81

20年２月期 11,058 4,223 38.1 169 77

(参考) 自己資本 20年８月中間期 4,214百万円 19年８月中間期 4,139百万円 20年２月期 4,214百万円

(％表示は対前期増減率)

営業総収入 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通 期 24,030 2.7 662 3.6 695 48.2 249 2.5 10 06

※ 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結果となる可能性があります。  

  なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページをご参照ください。
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当中間連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を発端とする米国経済の景

気後退の影響を受けた世界的な金融不安によって、株価の下落等、景気の先行不透明感が一層強く

なりました。また、原油や資源価格の高騰による商品価格への転嫁も消費動向に大きな影響を与え

るものとなりました。 

  

コンビニエンス・ストア業界の概況といたしましては、春先は多雨による天候不順の影響もあ

り、第１四半期は苦戦を強いられたものの、７月から８月上旬にかけての夏場は比較的降雨量が少

なく猛暑の影響も受け、ソフトドリンク、アイスクリーム類を中心に売上は順調に推移いたしまし

た。しかし８月下旬は豪雨による天候悪化及び気温低下の影響を受け、軒並み厳しい状況となりま

した。また、タバコ自動販売機に対するｔａｓｐｏ（タスポ）の導入により、タバコ購入目的の来

店客数増加が、売上及び既存店前年比にも大きく貢献し、業界全体にとって大きな追い風となりま

した。 

 業界における課題点といたしましては、環境問題への意識の高まりにより、24時間営業によるＣ

Ｏ２削減温暖化問題や廃棄物縮少への対策及び取り組みが必要となっております。  

 このような状況のもと、当社店舗開発におきましては、都心の高賃料化の影響を受け、積極的な

新規出店を手控え、店舗数ではなく収益性を重視した新規出店を行いました。その結果、新規出店

は２店舗となり、また、再開発等の影響により２店舗を閉店したことにより、当中間連結会計期間

末における当社「サンクス」の店舗数は前連結会計年度末と同数の133店舗となっております。  

 店舗運営におきましては、フレンドリー、クレンリネス、品揃え、鮮度管理等の「店舗オペレー

ションにおける基本業務の徹底」を進めてまいりました。直営店主体という当社の強みを 大限に

生かし、一貫した社員教育を行うことで、社員の質の向上を進めてまいりました。 

 現在、当社「サンクス」で取扱いをしております「数字選択式宝くじ」及び「宝くじ」の販売、

及び「クリーニングサービス」につきましても、順次取扱店舗数を拡大しており、他店舗との差別

化に貢献しております。また、上記のサービス以外にも、個店に対応した当社独自のサービスの開

発及び提供にも取り組んでおります。  

 以上の結果、当社「サンクス」の既存店平均日販は607千円（前年同期比100.5％）、既存店平均

客数は1,049人（前年同期比100.1％）、既存店客単価は578円（前年同期比100.4％）となり、前連

結会計年度末より引続き既存店平均日販前年比100％の目標を達成しております。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

  ① 当中間連結会計期間の概況

   ② コンビニエンス・ストア事業の状況
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当社は、前連結会計年度より開始しておりました食堂事業を、業績不振と今後の苦戦が予想され

たことを考慮し休止いたしました。一方、同時期に開始いたしましたインターネットカフェの運営

に関しましては、運営ノウハウを確立することができ、さらに認知度も上昇したことで、売上及び

客数は順調に推移いたしました。 

 連結子会社である株式会社エフ．エイ．二四にて運営しております有料老人ホーム紹介サイト

は、苦戦を強いられ厳しい状況にあります。また、お片づけ・おそうじサービス事業に関しまして

も、同様に厳しい状況が続きましたが、拡販に努めた効果が徐々にあらわれており、今後も順次サ

ービスの拡大を図ってまいります。 

 以上の施策の結果、当社グループの当中間連結会計期間における業績は、営業総収入が128億49百

万円（対前年同期比2.1％増）、営業利益が４億29百万円（対前年同期比3.1％増）、経常利益が３

億72百万円（対前年同期比16.5％増）、中間純利益が71百万円（対前年同期比103.0％増）となりま

した。 

  

コンビニエンス・ストア業界におきましては、タバコ自動販売機に対するｔａｓｐｏ（タスポ）

の影響を受け、既存店売上高前年比増加の大きな要因となりました。その一方で、原材料の高騰に

よる値上げの影響から、商品価格は高水準で推移しており、個人消費の面では今後も先行き不透明

な状況が続くと考えております。 

 当社店舗におきましても同様の状況下にありますが、直営店主体という当社の強みを生かした独

自のサービスの提供及び開発に力を注ぎ、また、店舗社員のオペレーション力を上げることで他店

との差別化を図り事業拡大に努めてまいります。 

 また、その他事業に関しましては、現在続けている営業スタイルにこだわらず、さらに良い形を

作るための改良を重ねることで、お客様の支持を獲得してまいります。 

 以上の状況により、通期の業績見通しにつきましては、連結営業総収入247億30百万円、連結営業

利益６億82百万円、連結経常利益７億13百万円、連結当期純利益２億68百万円を見込んでおりま

す。 

   ③ その他事業の概況

   ④ 通期の見通し
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（資産） 

当中間連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ６億５百万円（5.5％）増加し

116億32百万円となりました。その主な内訳は、流動資産が３億77百万円、有形固定資産が５億25百

万円それぞれ増加したことによるものであります。 

（負債） 

当中間連結会計期間末における負債総額は、前連結会計年度末に比べ６億10百万円（8.8％）増加

し75億10百万円となりました。その主な内訳は、流動負債６億78百万円増加したことによるもので

あります。 

（純資産） 

当中間連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ４百万円（0.1％）減少し41億

21百万円となりました。 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末に比べ５億77百万

円（32.0％）増加し23億84百万円となりました。その主な内訳は、下記のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは、９億95百万円（前連結会

計年度末比37.8％増）の収入超過となりました。その主な内訳は、前連結会計年度末と比べ仕入債

務の増減額が２億円、未払金の増減額が２億53百万円、法人税等の還付額が72百万円それぞれ増加

したことに加え、法人税等の支払額が４億99百万円減少し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） 

当中間連結会計期間末における投資活動によるキャッシュ・フローは、３億77百万円（前連結会

計年度末比48.8％増）の支出超過となりました。その主な内訳は、売買目的有価証券に関する支出

が４億66百万円減少し、定期預金の取崩による収入が72百万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） 

当中間連結会計期間末における財務活動によるキャッシュ・フローは、40百万円（前連結会計年

度末比91.1％増）の支出超過となりました。その主な内訳は、長期借入金の返済による支出が６億

15百万円減少し、短期借入金の借入による収入が２億円増加したことによるものであります。 

(2) 財政状態に関する分析

  ① 資産、負債及び純資産の状況

  ② キャッシュ・フローの状況
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なお、当社のキャッシュ・フロー関連指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
(注) １ 自己資本比率：自己資本／総資産 

２ 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

３ キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

４ インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・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・フロー及び利払いは、中間連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」及び中間連結損益計算書に計上されている「支払利息」を用いております。 

※ 中間のキャッシュ・フロー対有利子負債比率の計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍

にしております。 

  

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。  

 当社の利益還元政策といたしましては、内部留保は経営計画にそった必要額を留保するとともに、

業績の進展状況、配当性向等を勘案して配当または株式分割などによる、株主への安定的かつ継続的

な利益還元を実施していくことを基本方針としており、配当性向につきましては30％を目標としてい

く方針であります。また、剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としており

ます。なお、配当の決定機関は、中間配当及び期末配当ともに取締役会であります。  

 これらの基本方針に基づき、当期の中間配当金は１株につき３円50銭を実施し、期末の配当金につ

きましては１株につき３円50銭を予定しております。また、次期以降に関しましては、上記の基本方

針を遵守してまいります。 

  

平成20年２月期 平成21年２月期

中間 期末 中間

自己資本比率(％) 34.2 37.3 35.4

時価ベースの自己資本比率(％) 46.2 35.3 34.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 3.1 4.1 1.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ(％) 17.4 11.0 31.7

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期の配当
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以下において、当社の事業展開その他に関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事

項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、投資家

の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報公開示の観点か

ら以下に開示しております。なお、当社はこれらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避

及び発生した場合の対応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の

本項目以外の記載も併せて慎重に検討した上で行われる必要があります。  

 なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末において当社が判断したものであ

ります。 

当社の主な事業は、ナショナルフランチャイザーである株式会社サークルＫサンクスと「サンク

ス企業フランチャイズ契約」を締結し、東京都９区(新宿区、千代田区、中央区、江東区、江戸川

区、港区、葛飾区、足立区、台東区)及び千葉県全域のエリアフランチャイズ本部として、主として

直営方式のコンビニエンス・ストア「サンクス」にて、米飯・惣菜等のファースト・フードその他

食品ならびに雑貨等の非食品の小売業及び公共料金の料金収納代行等のサービス業を営んでおりま

す。  

 また直営店以外にも、コンビニエンス・ストア経営希望者とサンクス・フランチャイズ・チェー

ン加盟店契約を締結し、加盟店に対して経営ノウハウとその情報等の供与及び資金面の支援等を行

い、その対価としてロイヤリティー収入を得ております。  

 「サンクス企業フランチャイズ契約」の契約期間は、平成９年３月より15年間で合意継続条項が

付されており、当面は当社の事業内容に影響はありませんが、長期的に契約内容の変更があった場

合には当社の収益に影響が及ぶ可能性があります。 

  

当社グループ店舗におきまして、競合の激化や環境変化により店舗の収支が悪化することで、固

定資産の減損処理が必要となることが考えられます。その場合には、当社グループの業績及び財政

状態に影響が及ぶ可能性があります。 

  

当社は、資金運用の一環として有価証券を保有しており、運用及び投資対象銘柄につきましては

安全性を基本としておりますが、証券市場における急激な株式市況の悪化により、当社の業績に悪

影響を及ぼす恐れがあります。 

  

(4) 事業等のリスク

  ① 当社の主たる事業について

  ② 固定資産の減損に係る会計基準について

  ③ 保有有価証券について
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一般的にコンビニエンス・ストアを出店する際には、住宅立地、オフィス立地、ロードサイド立

地、事業所立地及び行楽立地等に重点的に出店する傾向があります。当社は上記の立地のみなら

ず、大手コンビニエンス・ストア・チェーンが通常出店しないような立地(当社では立地創造型の店

舗(注)と称しています。)にも積極的に出店しており、それが当社の特徴の一つとなっております。 

 しかしながら、コンビニエンス・ストア業界のみならず他業態との出店競争が激化しており、出

店コストが高くなってきております。出店予定地の確保が計画どおり進まないことで、その他経営

環境の変化等により出店計画を変更する場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

   (注) 立地創造型の店舗とは、ある地域に流入してくる人がどれだけ不便を感じているかという観点により立 

  地選定された店舗であります。例えば商圏内に夜間人口がほとんどいない地区に出店した品川埠頭店(東京

  都港区港南)などがあげられます。 
  

当社グループは、事業化が見込まれる各種サービスの新規事業進出にも積極的に取り組んでおり

ますが、それらの事業は初期投資が嵩む場合もあり、事業の進捗状況次第では、当社グループの業

績及び財政状況に影響が及ぶ可能性があります。 

  

当社は、平成14年３月１日付にて「株式会社エフ．エイ．二四」(以下、同社という)の全株式を

取得し100％子会社化しました。  

 同社は、コンビニエンス・ストアにおいて事業化が見込まれる各種サービス(クリーニングの簡易

受付サービス等)の研究開発等を行っております。  

 当社は、同社を子会社化することによりこれら各種サービスの社外への販売を進めており、現在

同社は手数料収入を得ております。しかしながら、今後当社の予想どおりに進展する保証はなく、

進捗状況次第では当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  ④ 競合激化・環境変化により出店計画が達成できないリスク

  ⑤ 新規事業への取組みについて

  ⑥ 連結子会社「株式会社エフ．エイ．二四」について
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ）は、当社と連結子会社１社で構成され、コンビニ

エンス・ストア事業、各種サービスの提供及び研究開発を営んでおります。 

  

（コンビニエンス・ストア事業） 

〔当社〕（株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア） 

当社は、株式会社サークルＫサンクスと企業フランチャイズ契約（契約期間 平成９年３月より15年

間、合意継続条項あり）を締結し、東京都９区（新宿区、千代田区、中央区、江東区、江戸川区、港

区、葛飾区、足立区、台東区）及び千葉県全域のエリアフランチャイズ本部として、主として直営方式

のコンビニエンス・ストア「サンクス」にて、米飯・惣菜等のファースト・フード、その他食品ならび

に雑貨等の非食品の小売業及び公共料金の料金収納代行等のサービス業を営んでおります。 

また、直営店以外にも、コンビニエンス・ストア経営希望者とサンクス・フランチャイズ・チェーン

加盟店契約を締結し、加盟店に対して経営ノウハウとその情報等の供与及び資金面の支援等を行い、そ

の対価としてロイヤリティ収入を得ております。 

  

（各種サービス事業） 

〔子会社〕（株式会社エフ．エイ．二四） 

株式会社エフ．エイ．二四は、事業化が見込まれる各種サービスの提供及び研究開発を行っており、

手数料収入を得ております。 

 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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当社は、コンビニエンス・ストアの店舗の拡大をもくろんでいる企業ではありません。 

東京・千葉のベイエリアを基盤に便宜性を提供できる事業を企画・推進していく企業であります。 

 当社の企業理念であります「コンビニを超えた便利さを提供できる会社になりたい」ということの

実現のため、マニュアル管理による画一的な商品やサービスを提供するのではなく、店舗ごとの立地

条件にあわせた店舗開発と、商品・サービスの提供を進めており、店舗数の拡大をはかるのではな

く、量より質を追求して事業に取り組んでまいりました。 

従来、コンビニエンス・ストアは物販を主体に便宜性を追求してきましたが、当社は日常生活にお

けるさまざまなサービスのコンビニエンス化を進めて、コンビニエンス・ストアの店舗に取り込んで

いくことで差別化をはかりたいと考えております。 

今後も既存のコンビニエンス・ストア形態にとらわれずに、更なる便宜性を追求すべく、新たなコ

ンビニエンス・ストアの実現を目指してまいります。 

  

当社グループの収益性の基盤である、既存店平均日販及び既存店舗の売上高前年比を、業界トップ

水準にすることを経営指標の目的としております。通期の具体的な目標としましては、既存店売上高

前年比は100.0％以上を達成すること、既存店平均日販は590千円以上を達成することであります。 

また、収益性及び投資効率などの観点から営業総収入営業利益率、営業総収入経常利益率、自己資

本当期純利益率(ＲＯＥ)の向上にも努めております。 

  

当社グループの、中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題としましては、以下のように対応

していきたいと考えております。 

① 出店エリアの拡大 

当社は、東京都９区及び千葉県全域にてコンビニエンス・ストア「サンクス」を店舗展開しており

ますが、中長期的には店舗展開エリアを湾岸エリア中心に拡大してまいります。 

② 客層の拡がり対策 

近年におけるコンビニエンス・ストアの中心客層は、20歳代から30歳代の男性でありましたが、女

性客の増加や高齢客の増加等、客層の拡がりが出てきております。 

 今後も、客層に合った商品構成、売場構成など、今まで以上に個店対応を進めていき、また、買物

弱者である高齢客に対する販売方法対策にも取り組んでまいります。 

③ 競合対策 

コンビニエンス・ストア業界では、店舗数が毎年増え続け、また、他業態の営業時間延長などの影

響により既存店の状況は厳しく、従来の物販中心の長時間営業というだけでは業績を伸ばすことは非

常に難しくなってきております。そうした中で、当社は直営店舗主体のチェーン展開という特徴を生

かし、既成概念にとらわれることなく、より便利なコンビニエンス・ストアの実現を目指してまいり

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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④ 収益対策 

サービス面におきましては、独自のサービスを開発し店舗に取り込むことで、生活インフラとして

のお客様に対するサービスの向上をはかり、物販面におきましては、従来より進めておりましたファ

ースト・フードの販売をさらに強化していくことで、売上の向上及び利益率の改善をはかります。ま

た、収益を肌で感じるフランチャイズのオーナー様に比べ全社員の危機感が少なく、今後はこうした

点を反省材料として社員の意識改革を行い、中長期的に強い収益力を獲得できる体制作りに取り組ん

でまいります。 

  

コンビニエンス・ストア業界のみならず、各業界でも人員不足は深刻化してきております。 

当社におきましても、例外ではなく早急に対策を講じる必要があります。その対策として、現在も

行っております求人広告の掲載やホームページによる採用活動に加えて、大学や専門学校及び高等学

校などに積極的に訪問し、人材を確保することで人員不足の問題を解決していきます。 

  

当社は、当期より新規事業をスタートしており、コンビニエンス・ストア事業以外の異業種事業で

の収益獲得に積極的に取り組んでおります。 

今後は、お客様の求めるサービスを的確にとらえ、さらに開発及び改善することで、将来、当社の

主力事業に発展できるよう努めてまいります。 

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 中間連結財務諸表

(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,347,536 2,384,200 1,929,741

 ２ 加盟店貸勘定 22,670 17,030 27,740

 ３ 売掛金 48,934 43,671 37,881

 ４ 有価証券 837,598 698,254 733,839

 ５ たな卸資産 446,673 473,016 429,882

 ６ その他 ※２ 661,645 404,039 480,742

 ７ 貸倒引当金 △1,000 △4,300 △1,000

 流動資産合計 4,364,058 36.9 4,015,912 34.5 3,638,828 33.0

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物
※２
※５

919,335 923,574 846,964

  (2) 土地
※２
※５

528,614 683,002 528,614

  (3) その他 196,813 474,737 179,886

 有形固定資産合計 1,644,764 13.9 2,081,314 17.9 1,555,466 14.1

 ２ 無形固定資産 64,283 0.6 57,061 0.5 59,502 0.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 589,189 555,815 622,285

  (2) 敷金・保証金 1,206,566 1,226,589 1,193,615

  (3) 長期貸付金 750,100 752,619 750,000

  (4) 投資不動産
※２
※５

3,026,474 2,747,566 3,032,239

  (5) その他 188,067 197,787 181,120

  (6) 貸倒引当金 △7,787 △2,400 △6,489

 投資その他の資産合計 5,752,610 48.6 5,477,978 47.1 5,772,771 52.4

 固定資産合計 7,461,659 63.1 7,616,353 65.5 7,387,740 67.0

 資産合計 11,825,718 100.0 11,632,266 100.0 11,026,568 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29日)

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 1,264,400 1,271,413 1,025,427

 ２ 加盟店買掛金 259,647 239,604 213,031

 ３ 加盟店借勘定 71,403 65,651 52,493

 ４ 短期借入金 ─ 200,000 ─

 ５ １年内返済予定 
   長期借入金

※２ 719,996 199,996 209,996

 ６ リース債務 ─ 6,660 ─

 ７ 未払金 ※２ 597,724 657,769 603,035

 ８ 未払法人税等 88,150 118,633 510

 ９ 預り金 1,180,048 1,214,095 1,241,504

 10 賞与引当金 27,000 30,000 32,000

 11 その他 ※３ 328,838 368,593 316,115

  流動負債合計 4,537,207 38.4 4,372,418 37.6 3,694,114 33.5

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,825,011 2,625,015 2,775,013

 ２ リース債務 ─ 32,099 ─

 ３ 預り保証金 350,943 409,315 370,650

 ４ その他 51,826 71,436 60,082

  固定負債合計 3,227,780 27.3 3,137,866 27.0 3,205,746 29.1

  負債合計 7,764,987 65.7 7,510,285 64.6 6,899,860 62.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,200,000 1,200,000 1,200,000

 ２ 資本剰余金 164,064 164,064 164,064

 ３ 利益剰余金 2,851,448 2,924,405 2,945,852

 ４ 自己株式 △116,916 △100,897 △115,523

  株主資本合計 4,098,597 34.6 4,187,573 36.0 4,194,394 38.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

△50,707 △65,592 △77,015

  評価・換算差額等 
  合計

△50,707 △0.4 △65,592 △0.6 △77,015 △0.7

Ⅲ 新株予約権 12,840 0.1 ─ ─ 9,330 0.1

  純資産合計 4,060,730 34.3 4,121,980 35.4 4,126,708 37.4

  負債純資産合計 11,825,718 100.0 11,632,266 100.0 11,026,568 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 12,157,338
96.6

(100.0)
12,437,650

96.8
(100.0)

23,442,396
96.6

(100.0)

Ⅱ 営業収入 423,376 3.4 411,845 3.2 834,869 3.4

 営業総収入合計 12,580,715 100.0 12,849,495 100.0 24,277,265 100.0

Ⅲ 売上原価 ※１ 8,895,638
70.7
(73.1)

9,107,542
70.9
(73.1)

17,196,459
70.8
(73.3)

 売上総利益 ※１ (3,272,093) (26.9) (3,339,719) (26.9) (6,266,601) (26.7)

 営業総利益 3,685,076 29.3 3,741,953 29.1 7,080,806 29.2

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費

※２ 3,268,566 26.0 3,312,734 25.8 6,457,642 26.6

 営業利益 416,510 3.3 429,218 3.3 623,163 2.6

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 11,831 12,008 24,586

 ２ 受取配当金 5,601 6,948 17,665

 ３ 投資不動産 
   賃貸収入

151,912 188,589 316,711

 ４ 投資有価証券 
      売却益

28,317 ─ 28,317

 ５ 有価証券 
   運用益

─ 25,315 ─

 ６ その他 6,600 204,263 1.6 36,046 268,908 2.1 12,122 399,403 1.6

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 33,027 31,377 65,826

 ２ 投資不動産 
   管理費用

186,705 192,386 280,108

 ３ 売買目的有価 
   証券運用損

69,303 96,580 183,273

 ４ 有価証券 
   運用損

2,990 ─ 6,451

 ５ 貸倒引当金 
   繰入

─ 2,400 6,489

 ６ その他 9,051 301,079 2.4 2,980 325,724 2.5 33,654 575,804 2.4

 経常利益 319,694 2.5 372,402 2.9 446,763 1.8
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前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅶ 特別利益

 １ 固定資産 
   売却益

※３ 346 ─ 346

 ２ 受取立退料 ─ 20,000 258,000

 ３ 新株予約権 
   戻入益

─ 9,330 3,510

 ４ 過年度固定 
   資産税還付金

─ 346 0.0 19,354 48,684 0.3 ─ 261,856 1.1

Ⅷ 特別損失

 １ 固定資産 
   除却損

※４ 52,388 33,845 79,815

 ２ 投資有価証券 
   評価損

8,662 82,593 8,662

 ３ 減損損失 ※５ 92,860 104,351 157,033

 ４ 店舗閉鎖損 27,982 22,764 43,582

 ５ システム 
      入替損失

※６ 10,369 3,565 10,369

 ６ リース解約損 ─ 12,765 11,836

 ７ 本社移転費用 ─ 13,937 ─

 ８ その他 2,782 195,046 1.5 ─ 273,823 2.1 ─ 311,299 1.3

 税金等調整前中間 
 (当期)純利益

124,994 1.0 147,263 1.1 397,319 1.6

 法人税、住民税 
 及び事業税

79,000 107,500 173,474

 過年度法人税等 6,400 ─ 6,400

 法人税等調整額 4,589 89,989 0.7 △31,284 76,215 0.5 644 180,519 0.7

 中間(当期)純利益 35,004 0.3 71,048 0.6 216,800 0.9
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 
  

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高(千円) 1,200,000 164,064 2,906,385 △125,273 4,145,176

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △86,731 △86,731

 中間純利益 35,004 35,004

 自己株式の処分 △3,209 8,357 5,148

 株主資本以外の項目の中間
 連結会計期間中の変動額 
 （純額）

─

中間連結会計期間中の 
変動額合計

─ ─ △54,936 8,357 △46,579

平成19年８月31日残高(千円) 1,200,000 164,064 2,851,448 △116,916 4,098,597

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成19年２月28日残高(千円) △21,742 12,840 4,136,274

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △86,731

 中間純利益 35,004

 自己株式の処分 5,148

 株主資本以外の項目の中間
 連結会計期間中の変動額 
 （純額）

△28,965 △28,965

中間連結会計期間中の 
変動額合計

△28,965 ─ △75,544

平成19年８月31日残高(千円) △50,707 12,840 4,060,730
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当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年２月29日残高(千円) 1,200,000 164,064 2,945,852 △115,523 4,194,394

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △86,878 △86,878

 中間純利益 71,048 71,048

 自己株式の処分 △5,617 14,626 9,009

 株主資本以外の項目の中間
 連結会計期間中の変動額 
 （純額）

─

中間連結会計期間中の 
変動額合計

─ ─ △21,447 14,626 △6,820

平成20年８月31日残高(千円) 1,200,000 164,064 2,924,405 △100,897 4,187,573

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成20年２月29日残高(千円) △77,015 9,330 4,126,708

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △86,878

 中間純利益 71,048

 自己株式の処分 9,009

 株主資本以外の項目の中間
 連結会計期間中の変動額 
 （純額）

11,423 △9,330 2,093

中間連結会計期間中の 
変動額合計

11,423 △9,330 △4,727

平成20年８月31日残高(千円) △65,592 ─ 4,121,980

            

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）　平成21年２月期　中間決算短信

－17－



前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年２月28日残高(千円) 1,200,000 164,064 2,906,385 △125,273 4,145,176

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △173,588 △173,588

 当期純利益 216,800 216,800

 自己株式の処分 △3,744 9,750 6,006

 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 ─ ─ 39,466 9,750 49,217

平成20年２月29日残高(千円) 1,200,000 164,064 2,945,852 △115,523 4,194,394

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成19年２月28日残高(千円) △21,742 12,840 4,136,274

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △173,588

 当期純利益 216,800

 自己株式の処分 6,006

 株主資本以外の項目の連結
 会計年度中の変動額(純額)

△55,273 △3,510 △58,783

連結会計年度中の変動額合計 △55,273 △3,510 △9,566

平成20年２月29日残高(千円) △77,015 9,330 4,126,708
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
 １ 税金等調整前中間 
   (当期)純利益

124,994 147,263 397,319

 ２ 減価償却費 87,500 86,674 174,940

 ３ 減損損失 92,860 104,351 157,033

 ４ 引当金の増減額 6,489 1,300 11,489

 ５ 受取利息及び受取配当金 △17,432 △18,956 △42,252

 ６ 支払利息 33,027 31,377 65,826

 ７ 固定資産売却益 △346 ─ △346

 ８ 固定資産除却損 52,388 33,845 79,815

 ９ 投資有価証券売却益 △28,317 ─ △28,317

 10 投資有価証券評価損 8,662 82,593 8,662

 11 売買目的有価証券運用損 69,303 96,580 183,273

 12 有価証券運用益 ─ △25,315 ─

 13 有価証券運用損 2,990 ─ 6,451

 14 投資不動産収入 △151,912 △188,589 △316,711

 15 投資不動産管理費用 186,705 192,386 280,108

 16 オープンアカウントの増減額 7,353 24,236 △13,025

 17 たな卸資産の増減額 12,512 △43,316 28,967

 18 仕入債務の増減額 348,805 263,383 63,217

 19 未払金の増減額 △112,471 170,163 △83,198

 20 預り金の増減額 169,856 △27,408 231,312

 21 未払消費税等の増減額 △72,206 10,383 △79,043

 22 未収入金の増減額 △8,437 △22,918 △39,706

 23 その他 43,319 11,456 98,520

  小  計 855,646 929,492 1,184,337

 24 利息及び配当金の受取額 18,476 19,439 43,982

 25 投資不動産収入額 151,912 188,589 316,711

 26 投資不動産管理費支払額 △168,219 △182,721 △246,848

 27 利息の支払額 △32,240 △31,933 △69,002

 28 法人税等の支払額 △244,110 △474 △500,341

 29 法人税等の還付額 ─ 72,840 ─

 30 過年度法人税等の支払額 △6,400 ─ △6,400

  営業活動による 
  キャッシュ・フロー

575,064 995,232 722,439
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前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △42,182 △42,283 △68,335

 ２ 定期預金の取崩による収入 36,159 128,619 56,268

 ３ 有形固定資産の取得
   による支出

△225,501 △413,684 △249,507

 ４ 有形固定資産の売却 
   による収入

72,588 ─ 72,588

 ５ 売買目的有価証券の取得 
   による支出

△1,387,610 △80,032 △2,162,749

 ６ 売買目的有価証券の売却   
   による収入

850,535 19,037 1,635,243

 ７ 投資不動産の取得による支出 ─ △8,299 ─

 ８ 投資有価証券の取得
   による支出

△64,440 ─ △189,790

 ９ 投資有価証券の売却
   による収入

145,500 ─ 145,500

 10 敷金・保証金の差入
   による支出

△74,148 △50,681 △108,715

 11 敷金・保証金の返還
   による収入

12,308 24,109 48,473

 12 貸付による支出 △1,450 △4,100 △1,450

 13 その他 101,329 49,882 85,337

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△576,910 △377,433 △737,138

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 ─ 200,000 ─

 ２ 長期借入による収入 500,000 ─ 500,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △215,582 △159,998 △775,580

 ４ 自己株式の処分による収入 5,148 9,009 ─

 ５ リース債務の返済による支出 ─ △2,598 ─

 ６ 配当金の支払額 △86,402 △86,417 △172,843

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

203,163 △40,004 △448,423

Ⅳ 現金及び現金同等物に 
  係る換算差額

─ ─ ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 201,317 577,794 △463,122

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,269,527 1,806,405 2,269,527

Ⅶ 現金及び現金同等物
  中間期末(期末)残高

※１ 2,470,845 2,384,200 1,806,405
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(5) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１．連結の範囲に関する事

項

連結子会社の数 

 １社 

連結子会社の名称 

 株式会社エフ．エイ．二四

連結子会社の数 

 １社 

連結子会社の名称 

 株式会社エフ．エイ．二四

連結子会社の数 

 １社 

連結子会社の名称 

 株式会社エフ．エイ．二四

２．持分法の適用に関する

事項

持分法の適用会社 

 該当ありません。

持分法の適用会社

 同左

持分法の適用会社

 同左

３．連結子会社の(中間)決

算日等に関する事項

連結子会社の中間決算日と中

間連結決算日は一致しており

ます。

 同左 連結子会社の決算日と連結決

算日は一致しております。

４．会計処理基準に関する

事項

 (１)重要な資産の評価基

準及び評価方法

①有価証券

売買目的有価証券

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（売却原

価は、移動平均法により

算定）

①有価証券

売買目的有価証券

 同左

①有価証券

売買目的有価証券

決算日の市場価格等に基

づく時価法（売却原価

は、移動平均法により算

定）

その他有価証券 

時価のあるもの

中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は、移動平均法

により算定） 

なお、信用取引の有価

証券については、売買

目的有価証券に準じて

処理しております。

その他有価証券 

時価のあるもの

同左

その他有価証券 

時価のあるもの

決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法

により処理し、売却原

価は、移動平均法によ

り算定） 

なお、信用取引の有価

証券については、売買

目的有価証券に準じて

処理しております。

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（証券取引法第

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

の決算書に基づいて持

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

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

合の決算書に基づいて

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
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

②たな卸資産

商品

売価還元法による原価法

②たな卸資産

商品

同左

②たな卸資産

商品

同左

③デリバティブ

時価法

③デリバティブ

同左

③デリバティブ

同左

 (２)重要な減価償却資産

の減価償却の方法

 

①有形固定資産及び投資不動 

 産

定率法

なお、主な耐用年数は

以下のとおりです。

建物 ７～39年

工具器具備品 ４～10年

但し、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。

また、取得価額が10万

円以上20万円未満の少

額減価償却資産につい

ては、３年間で均等償

却しております。

 

①有形固定資産及び投資不動 

 産

定率法

なお、主な耐用年数は

以下のとおりです。

建物 ７～39年

工具器具備品 ４～15年

但し、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。

また、取得価額が10万

円以上20万円未満の少

額減価償却資産につい

ては、３年間で均等償

却しております。

①有形固定資産及び投資不動 

 産

同左

②無形固定資産

ソフトウェア

自社利用のソフトウェア

については社内における

見込利用期間(５年)に基

づく定額法

②無形固定資産

ソフトウェア

同左

②無形固定資産

ソフトウェア

同左

その他

定額法

その他 

 同左

その他 

 同左

③リース資産

─────

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、残存価額を零とする

定額法を採用しておりま

す。

③リース資産

─────

④長期前払費用

定額法

④長期前払費用 

  同左

④長期前払費用 

  同左

 (３)重要な引当金の計上

基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率法によ

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

①貸倒引当金

 同左
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

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、当中間連結会計期

間に帰属する額を計上して

おります。

②賞与引当金

 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、当連結会計年度に

帰属する額を計上しており

ます。

③役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当連

結会計年度における支給見

込額に基づき、当中間連結

会計期間に見合う分を計上

しております。なお、当中

間連結会計期間における計

上額はありません。

③役員賞与引当金

─────

③役員賞与引当金

─────

 (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。

リース取引に関する会計基準

の改正適用初年度開始前に取

得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。

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。

 (５)重要なヘッジ会計の

方法

①ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処

理を採用しております。な

お、金利スワップ取引につ

いては、特例処理の要件を

満たしておりますので、特

例処理を採用しておりま

す。

①ヘッジ会計の方法

 同左

①ヘッジ会計の方法

 同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

金利スワップ取引、 

株式信用取引

②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)

同左

(ヘッジ対象)

借入金の利息、 

その他有価証券（株式）

(ヘッジ対象)

同左

(ヘッジ対象)

同左

③ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワッ

プ取引を行っております。

また、株式相場変動リスク

を回避する目的で対象資産

の範囲内で株式信用取引を

行なっております。

③ヘッジ方針

同左

③ヘッジ方針

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引について

は、特例処理の要件に該当

していることをもって有効

性の判定に代えておりま

す。また、株式信用取引に

ついては、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の重要な条件が同

一であるため、有効性の事

後的評価を省略しておりま

す。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

 (６)その他中間連結財務

諸表(連結財務諸表)作

成のための基本となる

重要な事項

消費税等の処理方法 

 税抜方式を採用しておりま

す。

消費税等の処理方法 

  同左

消費税等の処理方法 

  同左

５．中間連結キャッシュ・

フロー計算書(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、要求払預金及び取

得日から３ヶ月以内に満期日

又は償還日の到来する流動性

の高い、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

短期的な投資を資金の範囲と

しております。

同左

 

同左
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(6) 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

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

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

前連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

（固定資産の減価償却方法の変更）

 当中間連結会計期間より、法人税法

の改正((所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律 第６

号)及び(法人税法施行令の一部を改正

する政令 平成19年３月30日 政令第

83号))に伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改正後の

法人税法に基づく方法に変更しており

ます。  

 なお、この変更に伴う当中間連結会

計期間の損益に与える影響は軽微であ

ります。

─────── （固定資産の減価償却方法の変更）

 当連結会計年度より、法人税法の改

正((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律 第６号)及

び(法人税法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しておりま

す。  

 なお、この変更に伴う当連結会計年

度の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）

 「リース取引に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号)及び

「リース取引に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準委員会 改正平

成19年３月30日 企業会計基準適用指

針第16号)が平成19年４月１日以後に

開始する連結会計年度に係る連結財務

諸表から適用できることになったこと

に伴い、当中間連結会計期間から同会

計基準及び同適用指針を早期適用して

おります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年

度前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会計処

理を引き続き適用しており、また、こ

の変更に伴う資産、負債及び損益に与

える影響は軽微であります。

───────
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(表示方法の変更)

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

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

前連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

（中間連結損益計算書）

 前中間連結会計期間までは特別損失

の「その他」に含めて表示していた

「店舗閉鎖損」は、金額的重要性が認

められたため、当中間連結会計期間よ

り区分掲記することに変更いたしまし

た。 

 なお、前中間連結会計期間における

「店舗閉鎖損」の金額は、7,208千円

であります。

─────── ───────

(追加情報)

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

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

前連結会計年度 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

 当中間連結会計期間において、資金

運用方針を変更したことにより、その

他有価証券の一部を売買目的有価証券

に変更しております。 

 なお、この変更に伴い「投資有価証

券」が837,598千円減少し、「有価証

券」が同額増加しております。

───────  当連結会計年度において、資金運用

方針を変更したことにより、その他有

価証券の一部を売買目的有価証券に変

更しております。 

 なお、この変更に伴い「投資有価証

券」が733,839千円減少し、「有価証

券」が同額増加しております。

───────  平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用に

より、取得価額の５％に到達した連結

会計年度の翌連結会計年度より、取得

価額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。 

 なお、この変更に伴う当中間連結会

計期間の損益に与える影響は軽微であ

ります。

───────

            

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）　平成21年２月期　中間決算短信

－26－



  

 

  

(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,058,904千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,127,420千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,085,475千円

 

※２ 担保に提供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

 (１) ａ 担保提供資産

投資不動産 3,026,474千円

※２ 担保に提供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

 (１) ａ 担保提供資産

建物 120,671千円

土地 154,387千円

投資不動産 2,747,566千円

 

※２ 担保に提供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

 (１) ａ 担保提供資産

投資不動産 3,032,239千円

ｂ 上記に対応する債務

１年内返済予
定長期借入金

99,996千円

長期借入金 2,725,011千円

合計 2,825,007千円

ｂ 上記に対応する債務

１年内返済予
定長期借入金

99,996千円

長期借入金 2,625,015千円

合計 2,725,011千円

ｂ 上記に対応する債務

１年内返済予
定長期借入金

99,996千円

長期借入金 2,675,013千円

合計 2,775,009千円

 (２) ａ 担保提供資産

担保差入 
有価証券 
(流動資産  
「その他」)

113,260千円

預け金 
(流動資産 
「その他」)

3,289千円

投資有価証券 146,267千円

合計 262,816千円

 

 (２) ａ 担保提供資産

担保差入 
有価証券 
(流動資産  
「その他」)

76,650千円

投資有価証券 194,662千円

合計 271,312千円

ｂ 上記に対応する債務

未払金 134,498千円

ｂ 上記に対応する債務

未払金 102,200千円

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりま

す。

※３ 消費税等の取扱い

同左

※３ 消費税等の取扱い

──────

４ 当中間連結会計期間末におけ

る、当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約にかかる借入金

未実行残高は次のとおりであり

ます。

４ 当中間連結会計期間末におけ

る、当座貸越契約及び貸出コミ

ットメント契約にかかる借入金

未実行残高は次のとおりであり

ます。

４ 当連結会計年度末における、当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約にかかる借入金未実行

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

4,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 3,500,000千円
 

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額

3,500,000千円

借入実行残高 100,000千円

差引額 3,400,000千円

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額

4,000,000千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 4,000,000千円

────── ※５ 保有目的の変更により、投資不

動産275,058千円を有形固定資

産の建物に120,671千円及び土

地に154,387千円の科目振替を

行っております。

──────
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(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 売上原価及び売上総利益

売上原価には、直営店に係る商

品売上原価と、その他営業収入

原価が含まれております。

なお、売上総利益は直営店に係

る売上高から商品売上原価を差

引いて算定しております。

売上高 12,157,338千円

商品売上原価 8,885,245千円

売上総利益 3,272,093千円

※１ 売上原価及び売上総利益

売上原価には、直営店に係る商

品売上原価と、その他営業収入

原価が含まれております。

なお、売上総利益は直営店に係

る売上高から商品売上原価を差

引いて算定しております。

売上高 12,437,650千円

商品売上原価 9,097,931千円

売上総利益 3,339,719千円

※１ 売上原価及び売上総利益

売上原価には、直営店に係る商

品売上原価と、その他営業収入

原価が含まれております。

なお、売上総利益は直営店に係

る売上高から商品売上原価を差

引いて算定しております。

売上高 23,442,396千円

商品売上原価 17,175,795千円

売上総利益 6,266,601千円

※２ 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

です。

給与手当 1,491,838千円

賃借料 688,893千円

賞与引当金 
繰入

27,000千円

※２ 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

です。

給与手当 1,523,485千円

賃借料 676,645千円

賞与引当金
繰入

30,000千円

※２ 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

です。

給与手当 2,991,627千円

賃借料 1,361,578千円

賞与引当金 
繰入

32,000千円

 

※３ 固定資産売却益の内訳

建物 59千円

構築物 2千円

土地 282千円

合計 346千円

※３ 固定資産売却益の内訳

─────

 

※３ 固定資産売却益の内訳

建物 59千円

構築物 2千円

土地 282千円

合計 346千円

 

※４ 固定資産除却損の内訳

建物 42,715千円

構築物 520千円

工具器具備品 9,152千円

合計 52,388千円

 

※４ 固定資産除却損の内訳

建物 21,750千円

構築物 115千円

工具器具備品 11,979千円

合計 33,845千円

※４ 固定資産除却損の内訳

建物 61,776千円

構築物 520千円

工具器具備品 15,149千円

ソフトウェア 2,368千円

合計 79,815千円

            

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）　平成21年２月期　中間決算短信

－28－



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※５ 減損損失

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資産

のグルーピングを行なっており

ます。

そのグルーピングに基づき、減

損会計の手続きを行なった結

果、営業活動から生じる損益が

継続してマイナスである店舗に

ついて帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損

損失（建物33,298千円、リース

資産42,318千円、その他17,243

千円）として特別損失に計上い

たしました。

※５ 減損損失

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資産

のグルーピングを行なっており

ます。

そのグルーピングに基づき、減

損会計の手続きを行なった結

果、営業活動から生じる損益が

継続してマイナスである店舗に

ついて帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損

損失（建物53,573千円、リース

資産35,203千円、その他15,574

千円）として特別損失に計上い

たしました。

※５ 減損損失

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資産

のグルーピングを行なっており

ます。

そのグルーピングに基づき、減

損会計の手続きを行なった結

果、営業活動から生じる損益が

継続してマイナスである店舗に

ついて帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損

損失（建物77,982千円、リース

資産70,132千円、その他8,918

千円)として特別損失に計上い

たしました。

 

用途 場所 種類
減損損失 
(千円)

店舗
千葉県 
千葉市
他

建物、 
リース 
資産、 
その他

92,860

なお、当資産のグループの回収

可能性価額は正味売却価額と使

用価値のうち、いずれか高い方

の金額で測定しており、正味売

却価額については、固定資産税

評価額により評価し、使用価値

については、将来キャッシュ・

フローを6.7％で割り引いて算

定しております。

 

用途 場所 種類
減損損失
(千円)

店舗
東京都
足立区
他

建物、
リース 
資産、 
その他

104,351

なお、当資産のグループの回収

可能性価額は正味売却価額と使

用価値のうち、いずれか高い方

の金額で測定しており、正味売

却価額については、固定資産税

評価額により評価し、使用価値

については、将来キャッシュ・

フローを5.1％で割り引いて算

定しております。

 

用途 場所 種類
減損損失
(千円)

店舗
東京都
江東区
他

建物、 
リース 
資産、 
その他

157,033

なお、当資産のグループの回収

可能性価額は正味売却価額と使

用価値のうち、いずれか高い方

の金額で測定しており、正味売

却価額については、固定資産税

評価額により評価し、使用価値

については、将来キャッシュ・

フローを6.2％で割り引いて算

定しております。

 

※６ システム入替損失に関する事項

平成19年９月から店舗のシステ

ムの刷新を行うのに伴い、関連

する自社所有の固定資産の臨時

償却額及びリース資産残高相当

額に係る臨時償却相当額をシス

テム入替損失（特別損失）とし

て計上しました。

リース資産 7,482千円

工具器具備品 2,886千円

システム入替損失 10,369千円

なお、リース資産残高相当額に

係る臨時償却相当額に関連する

債務は固定負債のその他(長期

未払金)に計上しております。

 

※６ システム入替損失に関する事項

平成20年10月から店舗のシステ

ムの刷新を行うのに伴い、関連

する自社所有の固定資産の臨時

償却額及びリース資産残高相当

額に係る臨時償却相当額をシス

テム入替損失（特別損失）とし

て計上しました。

リース資産 3,066千円

工具器具備品 498千円

システム入替損失 3,565千円

なお、リース資産残高相当額に

係る臨時償却相当額に関連する

債務は固定負債のその他(長期

未払金)に計上しております。

 

※６ システム入替損失に関する事項

平成19年９月から店舗のシステ

ムの刷新を行うのに伴い、関連

する自社所有の固定資産の臨時

償却額及びリース資産残高相当

額に係る臨時償却相当額をシス

テム入替損失（特別損失）とし

て計上しました。

リース資産 7,482千円

工具器具備品 2,886千円

システム入替損失 10,369千円

なお、リース資産残高相当額に

係る臨時償却相当額に関連する

債務は固定負債のその他(長期

未払金)に計上しております。
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前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 
  

３．新株予約権等に関する事項 

 
  

４．配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 
  

 (２) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

 
  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 25,320 ─ ─ 25,320

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 539 ─ 36 503

減少は、ストックオプションの行使によるものであります。 36千株

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当中間連結
会計期間末
残高(千円)

前連結会
計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社
平成15年新株予約権 普通株式 117 ─ 36 81 ─

ストックオプション
としての新株予約権

普通株式 ─ 12,840

合計 ─ 12,840

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年４月12日 
取締役会

普通株式 86,731千円 3.50円 平成19年２月28日 平成19年５月15日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成19年10月12日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 86,857千円 3.50円 平成19年８月31日 平成19年11月12日
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当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 
  

３．新株予約権等に関する事項 

 
  

４．配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 
  

 (２) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間後となるもの 

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 25,320 ─ ─ 25,320

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 497 ─ 63 434

減少は、ストックオプションの行使によるものであります。 63千株

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当中間連結
会計期間末
残高(千円)

前連結会
計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社
平成15年新株予約権 普通株式 75 ─ 75 ─ ─

ストックオプション
としての新株予約権

普通株式 ─ ─

合計 ─ ─

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成20年４月11日 
取締役会

普通株式 86,878千円 3.50円 平成20年２月29日 平成20年５月14日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年10月10日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 87,098千円 3.50円 平成20年８月31日 平成20年11月17日

            

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）　平成21年２月期　中間決算短信

－31－



前連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 
  

３．新株予約権等に関する事項 

 
  

４．配当に関する事項 

 (１) 配当金支払額 

 
  

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

 
  

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(千株) 25,320 ─ ─ 25,320

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(千株) 539 ─ 42 497

減少は、ストックオプションの行使によるものであります。 42千株

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当中間連結
会計期間末
残高(千円)

前連結会
計年度末

増加 減少
当中間連結 
会計期間末

提出会社
平成15年新株予約権 普通株式 117 ─ 42 75 ─

ストックオプション
としての新株予約権

普通株式 ─ 9,330

合計 ─ 9,330

決議 株式の種類 配当金の総額 １株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成19年４月12日 
取締役会

普通株式 86,731千円 3.50円 平成19年２月28日 平成19年５月15日

平成19年10月12日 
取締役会

普通株式 86,857千円 3.50円 平成19年８月31日 平成19年11月12日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
１株当たり
配当額

基準日 効力発生日

平成20年４月11日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 86,878千円 3.50円 平成20年２月29日 平成20年５月14日

            

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）　平成21年２月期　中間決算短信

－32－



  

 
  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

現金及び 
預金勘定

2,347,536千円

預入期間が３
ヶ月を超える
定期預金

△88,291千円

預け金 211,600千円

現金及び 
現金同等物

2,470,845千円

 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関

係

現金及び
預金勘定

2,384,200千円

現金及び
現金同等物

2,384,200千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高

と連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び 
預金勘定

1,929,741千円

預入期間が３
ヶ月を超える
定期預金

△123,335千円

現金及び 
現金同等物

1,806,405千円
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前中間連結会計期間 (自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日)、当中間連結会計期間 (自

平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 及び前連結会計年度 (自 平成19年３月１日 至 平成

20年２月29日) 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるコンビニエンス・ストア事業の割合がい

ずれも90％を超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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

平成20年３月１日 至 平成20年８月31日)及び前連結会計年度 (自 平成19年３月１日 至 平成

20年２月29日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載を省略しており

ます。 

  

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

平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 及び前連結会計年度 (自 平成19年３月１日 至 平成

20年２月29日) 

海外売上高がないため、記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

１ リース取引開始日が改正リース 

  会計基準適用開始日以前の所有 

  権移転外ファイナンス・リース 

  取引

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失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)

減損損失
累 計 額
相 当 額
(千円)

中間期末
残 高
相 当 額
(千円)

建    物 8,307 2,477 ─ 5,829

有形固定資産

「その他」

車 両 運 搬 具

14,538 7,267 ─ 7,271

有形固定資産

「その他」

工具器具備品

1,081,480 587,370 77,234 416,875

無形固定資産 
ソフトウェア

1,285 535 ─ 749

合    計 1,105,611 597,651 77,234 430,725

 

 

 

取得価額
相 当 額
(千円)

減価償却
累 計 額
相 当 額
(千円)

減損損失
累 計 額
相 当 額
(千円)

中間期末
残 高
相 当 額
(千円)

建    物 9,364 3,965 ─ 5,398

有形固定資産

「その他」

車 両 運 搬 具

12,090 5,877 ─ 6,212

有形固定資産

「その他」

工具器具備品

937,298 542,833 137,563 256,901

無形固定資産 
ソフトウェア

1,285 792 ─ 492

合    計 960,038 553,468 137,563 269,005

 

 

取得価額
相 当 額
(千円)

減価償却
累 計 額
相 当 額
(千円)

減損損失
累 計 額
相 当 額
(千円)

期末残高
相 当 額
(千円)

建    物 8,307 3,170 ─ 5,136

有形固定資産

「その他」

車 両 運 搬 具

13,190 5,629 ─ 7,560

有形固定資産

「その他」

工具器具備品

1,069,746 586,968 105,048 377,729

無形固定資産 
ソフトウェア

1,285 663 ─ 621

合    計 1,092,529 596,432 105,048 391,048

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等

② 未経過リース料期末残高相当額

等

  未経過リース料中間期末残高相

当額

  未経過リース料中間期末残高相

当額

  未経過リース料期末残高相当額

 

１年内 179,636千円

１年超 331,414千円

合 計 511,050千円

リース資産 
減損勘定 
中間期末残高

61,884千円

 

１年内 160,598千円

１年超 260,314千円

合 計 420,913千円

リース資産
減損勘定 
中間期末残高

93,115千円

１年内 186,507千円

１年超 331,049千円

合 計 517,557千円

リース資産 
減損勘定 
期末残高

75,646千円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

 

支払リース料 112,185千円

リース資産 
減損勘定の 
取崩額

7,074千円

減価償却費 
相当額

94,555千円

支払利息相当額 8,698千円

減損損失 42,318千円
 

支払リース料 103,063千円

リース資産
減損勘定の 
取崩額

17,734千円

減価償却費
相当額

93,991千円

支払利息相当額 6,923千円

減損損失 35,203千円

支払リース料 223,875千円

リース資産 
減損勘定の 
取崩額

21,126千円

減価償却費 
相当額

203,210千円

支払利息相当額 16,645千円

減損損失 70,132千円

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

存価値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

  同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

  同左

⑤ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への分配方法に

ついては、利息法によっており

ます。

⑤ 利息相当額の算定方法

  同左

⑤ 利息相当額の算定方法

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

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

２ リース取引開始日が改正リース 

  会計基準適用開始日以後の所有 

  権移転外ファイナンス・リース 

  取引

① リース資産の内容

  有形固定資産

  主として、店舗における冷凍設

備及び防犯カメラ（工具器具備

品）であります。

② リース資産の減価償却方法

  中間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」に記載のとおりであり

ます。
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(注) 取得原価は、減損処理後の帳簿価額であります。 

当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について8,662千円減損処理を行っておりま

す。 

減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た金額について減損処理を行なっております。 
  

 
  

 
(注) 取得原価は、減損処理後の帳簿価額であります。 

当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について81,938千円減損処理を行っておりま

す。 

減損処理にあたっては、中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減

損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た金額について減損処理を行なっております。 
  

(有価証券関係)

前中間連結会計期間末(平成19年８月31日)

１ 時価のある有価証券

区分 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額(千円) 差額（千円）

その他有価証券

 ① 株式 283,500 205,460 △78,040

 ② 債券

    その他 109,243 94,109 △15,134

計 392,744 299,569 △93,174

２ 時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

  出資金（投資事業有限責任組合） 289,619

合計 289,619

当中間連結会計期間末(平成20年８月31日)

１ 時価のある有価証券

区分 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計上額(千円) 差額（千円）

その他有価証券

 ① 株式 260,880 151,828 △109,052

 ② 債券

    その他 41,032 41,032 ─

 ③ その他 109,243 107,798 △1,445

計 411,156 300,658 △110,498

２ 時価評価されていない主な有価証券

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

  出資金（投資事業有限責任組合） 255,157

合計 255,157
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(注) 取得原価は、減損処理後の帳簿価額であります。 

当連結会計年度末において、その他有価証券で時価のある株式について8,662千円減損処理を行っております。

減損処理にあたっては、前期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行

い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた金額につ

いて減損処理を行なっております。 
  

 
  

前連結会計年度末(平成20年２月29日)

１ 時価のある有価証券

区分 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額(千円) 差額（千円）

その他有価証券

 ① 株式 283,500 175,532 △107,968

 ② 債券

    その他 109,243 103,954 △5,289

 ③ その他 100,350 83,848 △16,502

計 493,094 363,334 △129,759

２ 時価評価されていない主な有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

  出資金（投資事業有限責任組合） 258,951

合計 258,951
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中間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します。 

  

  

該当事項はありません。 

  

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 
  

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

 
  

２ ストック・オプションの内容及び規模 

(デリバティブ取引関係)

(ストック・オプション等関係)

前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日  至 平成20年８月31日)

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 ─千円

特別利益の新株予約権戻入益 9,330千円

前連結会計年度  （自 平成19年３月１日  至 平成20年２月29日)

販売費及び一般管理費の株式報酬費用 ─千円

特別利益の新株予約権戻入益 3,510千円

 会社名 提出会社

 決議年月日 平成18年５月29日

 付与対象者の区分及び人数 当社従業員   320名

 株式の種類及び付与数 当社普通株式  428,000株

 付与日 平成18年７月11日

 権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

 対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間 平成18年８月１日から平成20年７月31日まで

 権利行使価格 294円

 付与日における公正な評価単価 30円
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

   １．共通支配下の取引等 

   (1) 統合当事企業及びその事業の内容、企業結合の法的形式、統合後企業の名称並びに取引の 

     目的を含む取引の概要 

     ① 統合当事企業の名称 

       株式会社エフ．エイ．二四 

      ② 事業の内容 

          コンビニエンス・ストア事業 

      ③ 企業統合の法的形式 

          事業譲受 

      ④ 統合後企業の名称 

          株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 

      ⑤ 取引の目的を含む取引の概要 

        ａ．事業譲受契約日 

            平成20年１月31日 

        ｂ．目的 

            株式会社エフ．エイ．二四 (連結子会社) にて行っておりました、コンビニエンス・ 

             ストア事業を当社に集約し、当社のオペレーションを活用した店舗運営による収益力の 

             向上と事業の効率化を図ることで、更なる事業拡大の実現を目的としております。 

  

   (2) 実施した会計処理の概要 

       当該事業譲受については、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月 

         31日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業 

         会計基準第７号)並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企 

         業会計基準委員会 終改正 平成18年12月22日 企業会計基準適用指針第10号)に基づき 

        「共通支配下の取引」として会計処理を行っております。 

(企業結合等関係)

前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日  至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日  至 平成20年８月31日)

前連結会計年度（自 平成19年３月１日  至 平成20年２月29日)
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(注) １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 

  

  

 
  

(１株当たり情報)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 163円11銭
 
１株当たり純資産額 165円64銭

 
１株当たり純資産額 165円87銭

１株当たり中間純利益 1円41銭
 
１株当たり中間純利益 2円86銭

 
１株当たり当期純利益 8円74銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

1円41銭
潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

2円86銭
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

8円73銭

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益(千円) 35,004 71,048 216,800

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ ─

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 35,004 71,048 216,800

普通株式の期中平均株式数(株) 24,789,611 24,854,793 24,805,487

潜在株式調整後１株当たり中間 
(当期)純利益

中間(当期)純利益調整額(千円) ─ ─ ─

普通株式増加数(株) 40,960 32,393 30,061

(うち新株予約権)(株) (40,960) (32,393) (30,061)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間(当期)純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要

潜在株式の種類
     新株予約権
潜在株式の数
      400,000株

───── 潜在株式の種類
     新株予約権
潜在株式の数

311,000株

(重要な後発事象)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  平成20年３月29日開催の取締役会に

おいて、当社及び連結子会社でありま

す株式会社エフ．エイ．二四の本社を

住友ケミカルエンジニアリングセンタ

ービル (千葉県千葉市美浜区所在) へ

移転する決議をしております。

 この移転により、移転費用 (原状回

復費用、引越費用、除却損等) 40,000

千円の発生が予想され、平成21年２月

期において計上する見込であります。
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５ 中間個別財務諸表

(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度

要約貸借対照表
(平成19年８月31日) (平成20年８月31日) (平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,280,930 2,310,172 1,859,379

 ２ 加盟店貸勘定 22,670 17,030 27,740

 ３ 売掛金 580 275 ─

 ４ 有価証券 837,598 698,254 733,839

 ５ たな卸資産 432,428 469,813 426,498

 ６ その他 ※２ 652,173 401,397 476,145

 ７ 貸倒引当金 △1,000 △2,300 △1,000

 流動資産合計 4,225,382 35.6 3,894,643 33.4 3,522,603 31.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物
※２
※５

889,859 911,487 834,038

  (2) 土地
※２
※５

528,614 683,002 528,614

  (3) その他 170,660 457,213 160,402

 有形固定資産合計 1,589,135 13.4 2,051,703 17.6 1,523,056 13.8

 ２ 無形固定資産 54,650 0.5 121,813 1.0 129,259 1.2

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 589,189 555,815 622,285

  (2) 敷金・保証金 1,189,954 1,215,719 1,182,744

  (3) 長期貸付金 750,100 752,619 750,000

  (4) 投資不動産
※２
※５

3,026,474 2,747,566 3,032,239

  (5) その他 608,553 367,344 347,943

  (6) 貸倒引当金 △81,489 △51,900 △51,489

  (7) 投資損失引当金 △95,000 ─ ─

 投資その他の資産合計 5,987,783 50.5 5,587,164 48.0 5,883,725 53.1

 固定資産合計 7,631,569 64.4 7,760,681 66.6 7,536,040 68.1

 資産合計 11,856,951 100.0 11,655,324 100.0 11,058,644 100.0
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前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度

要約貸借対照表
(平成19年８月31日) (平成20年８月31日) (平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 1,203,023 1,209,153 972,249

 ２ 加盟店買掛金 259,647 239,604 213,031

 ３ 加盟店借勘定 71,403 65,651 52,493

 ４ 短期借入金 ─ 200,000 ─

 ５ １年内返済予定 
   長期借入金

※２ 719,996 199,996 209,996

 ６ リース債務 ─ 6,660 ─

 ７ 未払金 ※２ 592,783 649,523 598,955

 ８ 未払法人税等 88,088 118,598 ─

 ９ 預り金 1,180,046 1,214,087 1,241,499

 10 賞与引当金 27,000 30,000 32,000

 11 その他 ※３ 327,705 369,615 307,614

  流動負債合計 4,469,693 37.7 4,302,890 36.9 3,627,840 32.8

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,825,011 2,625,015 2,775,013

 ２ リース債務 ─ 32,099 ─

 ３ 預り保証金 357,943 409,315 372,191

 ４ その他 51,826 71,436 60,082

  固定負債合計 3,234,780 27.3 3,137,866 26.9 3,207,287 29.0

  負債合計 7,704,473 65.0 7,440,757 63.8 6,835,128 61.8
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前中間会計期間末 当中間会計期間末
前事業年度

要約貸借対照表
(平成19年８月31日) (平成20年８月31日) (平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,200,000 1,200,000 1,200,000

 ２ 資本剰余金

  (１) 資本準備金 164,064 164,064 164,064

   資本剰余金合計 164,064 164,064 164,064

 ３ 利益剰余金

  (１) 利益準備金 108,183 125,556 116,869

  (２) その他利益剰余金

     別途積立金 2,731,000 2,831,000 2,731,000

     繰越利益剰余金 104,012 60,434 194,791

   利益剰余金合計 2,943,196 3,016,991 3,042,660

 ４ 自己株式 △116,916 △100,897 △115,523

  株主資本合計 4,190,345 35.3 4,280,159 36.8 4,291,201 38.8

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

△50,707 △65,592 △77,015

  評価・換算差額合計 △50,707 △0.4 △65,592 △0.6 △77,015 △0.7

Ⅲ 新株予約権 12,840 0.1 ─ ─ 9,330 0.1

  純資産合計 4,152,477 35.0 4,214,566 36.2 4,223,516 38.2

  負債純資産合計 11,856,951 100.0 11,655,324 100.0 11,058,644 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間 当中間会計期間
前事業年度

要約損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 11,683,493
96.5

(100.0)
12,170,847

96.8
(100.0)

22,583,469
96.5

(100.0)

Ⅱ 営業収入 422,644 3.5 397,471 3.2 825,091 3.5

加盟店からの収入の
対象となる加盟店売
上高は次のとおりで
あります。
前中間会計期間

2,585,086千円
当中間会計期間

2,489,981千円
前事業年度

4,985,544千円
直営店売上高との合
計額は、次のとおり
であります。
前中間会計期間

14,268,580千円
当中間会計期間

14,660,828千円
前事業年度

27,569,014千円

 営業総収入合計 12,106,138 100.0 12,568,318 100.0 23,408,561 100.0

Ⅲ 売上原価 ※１ 8,531,306
70.5
(72.9)

8,890,599
70.7
(73.0)

16,521,964
70.6
(73.1)

 売上総利益 ※１ (3,162,581) (27.1) (3,289,859) (27.0) (6,082,169) (26.9)

 営業総利益 3,574,831 29.5 3,677,719 29.3 6,886,597 29.4

Ⅳ 販売費及び 
  一般管理費

3,153,751 26.1 3,254,783 25.9 6,247,076 26.7

 営業利益 421,080 3.4 422,935 3.4 639,521 2.7

Ⅴ 営業外収益 ※２ 205,772 1.7 268,312 2.1 402,311 1.7

Ⅵ 営業外費用 ※３ 301,057 2.5 330,064 2.6 572,562 2.4

 経常利益 325,794 2.6 361,183 2.9 469,269 2.0

Ⅶ 特別利益 ※４ 346 0.0 48,684 0.3 291,856 1.2

Ⅷ 特別損失
※５ 
※７ 
※８

179,648 1.4 268,656 2.1 286,860 1.2

 税引前中間(当期) 
 純利益

146,491 1.2 141,211 1.1 474,265 2.0

 法人税、住民税 
 及び事業税

79,000 107,500 173,000

 過年度法人税等 6,400 ─ 6,400

 法人税等調整額 4,589 89,989 0.7 △33,115 74,384 0.6 51,506 230,906 1.0

 中間(当期)純利益 56,502 0.5 66,826 0.5 243,358 1.0
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益 
剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 1,200,000 164,064 99,510 2,531,000 346,125 △125,273 4,215,426

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 200,000 △200,000 ─

 剰余金の配当 8,673 △95,404 △86,731

 中間純利益 56,502 56,502

 自己株式の処分 △3,209 8,357 5,148

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 （純額）

─

中間会計期間中の変動額合計 ─ ─ 8,673 200,000 △242,112 8,357 △25,081

平成19年８月31日残高(千円) 1,200,000 164,064 108,183 2,731,000 104,012 △116,916 4,190,345

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成19年２月28日残高(千円) △21,742 12,840 4,206,524

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 ─

 剰余金の配当 △86,731

 中間純利益 56,502

 自己株式の処分 5,148

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 （純額）

△28,965 △28,965

中間会計期間中の変動額合計 △28,965 ─ △54,046

平成19年８月31日残高(千円) △50,707 12,840 4,152,477
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当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益 
剰余金

平成20年２月29日残高(千円) 1,200,000 164,064 116,869 2,731,000 194,791 △115,523 4,291,201

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 100,000 △100,000 ─

 剰余金の配当 8,687 △95,566 △86,878

 中間純利益 66,826 66,826

 自己株式の処分 △5,617 14,626 9,009

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 （純額）

─

中間会計期間中の変動額合計 ─ ─ 8,687 100,000 △134,356 14,626 △11,042

平成20年８月31日残高(千円) 1,200,000 164,064 125,556 2,831,000 60,434 △100,897 4,280,159

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成20年２月29日残高(千円) △77,015 9,330 4,223,516

中間会計期間中の変動額

 別途積立金の積立 ─

 剰余金の配当 △86,878

 中間純利益 66,826

 自己株式の処分 9,009

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額 
 （純額）

11,423 △9,330 2,093

中間会計期間中の変動額合計 11,423 △9,330 △8,949

平成20年８月31日残高(千円) △65,592 ─ 4,214,566
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

資本準備金 利益準備金
その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益 
剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 1,200,000 164,064 99,510 2,531,000 346,125 △125,273 4,215,426

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立 200,000 △200,000 ─

 剰余金の配当 17,358 △190,947 △173,588

 当期純利益 243,358 243,358

 自己株式の処分 △3,744 9,750 6,006

 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 ─ ─ 17,358 200,000 △151,333 9,750 75,775

平成20年２月29日残高(千円) 1,200,000 164,064 116,869 2,731,000 194,791 △115,523 4,291,201

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他 
有価証券 
評価差額金

平成19年２月28日残高(千円) △21,742 12,840 4,206,524

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立 ─

 剰余金の配当 △173,588

 当期純利益 243,358

 自己株式の処分 6,006

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△55,273 △3,510 △58,783

事業年度中の変動額合計 △55,273 △3,510 16,992

平成20年２月29日残高(千円) △77,015 9,330 4,223,516
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(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１. 資産の評価基準及

び評価方法

たな卸資産

 商品

売価還元法による原価法

たな卸資産

 商品

同左

たな卸資産

 商品

同左

有価証券

 売買目的有価証券

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（売却原

価は移動平均法により算

定）

有価証券 

 売買目的有価証券

同左

有価証券 

 売買目的有価証券

決算日の市場価格等に基

づく時価法（売却原価は

移動平均法により算定）

 子会社株式

移動平均法による原価法

 子会社株式 

  同左

 子会社株式 

  同左

 その他有価証券 

 時価のあるもの

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定） 

なお、信用取引の有価証

券については、売買目的

有価証券に準じて処理し

ております。

 その他有価証券 

 時価のあるもの 

  同左

 その他有価証券 

 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は、移

動平均法により算定） 

なお、信用取引の有価証

券については、売買目的

有価証券に準じて処理し

ております。

 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（証券取引法第２条

第２項により有価証券と

みなされるもの）につい

ては組合の決算書に基づ

いて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

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

ついては組合の決算書に

基づいて持分相当額を純

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

デリバティブ 

  時価法

デリバティブ 

  同左

デリバティブ 

  同左

２．固定資産の減価償

却の方法

 

有形固定資産及び投資不動産

 定率法

なお、主な耐用年数は以

下のとおりです。

建物 ７～39年

工具器具備品 ４～10年

但し、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。

また、取得価額が10万円

以上20万円未満の少額減

価償却資産については、

３年間で均等償却してお

ります。

 

有形固定資産及び投資不動産

 定率法

なお、主な耐用年数は以

下のとおりです。

建物 ７～39年

工具器具備品 ４～15年

但し、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。

また、取得価額が10万円

以上20万円未満の少額減

価償却資産については、

３年間で均等償却してお

ります。

有形固定資産及び投資不動産

  同左
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

無形固定資産 

 のれん 

  ５年間で均等償却

無形固定資産 

 のれん

のれんの償却について

は、効果の発現する期間

を合理的に見積り、定額

法により償却しておりま

す。 

なお、償却年数は５年～

６年７ヶ月間でありま

す。

無形固定資産 

 のれん 

  同左

 ソフトウェア

自社利用のソフトウェア

については社内における

見込利用期間(５年)に基

づく定額法

 ソフトウェア

同左

 ソフトウェア

同左

 その他 

  定額法

 その他 

  同左

 その他 

  同左

リース資産

─────

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、残存価額を零とする

定額法を採用しておりま

す。

リース資産

─────

長期前払費用 

  定額法

長期前払費用 

  同左

長期前払費用 

  同左

３．引当金の計上基準 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

いては貸倒実績率法により

貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収不能

見込額を計上しておりま

す。

貸倒引当金 

  同左

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

いては貸倒実績率法により

回収不能見込額を計上して

おります。

投資損失引当金

関係会社への投資に係る損

失に備えるため、当該会社

の財政状態及び回収可能性

を勘案して必要額を計上し

ております。

投資損失引当金

─────

投資損失引当金

─────

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、当中間会計期間に

帰属する額を計上しており

ます。

賞与引当金

 同左

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、当期に帰属する額

を計上しております。
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、当事

業年度における支給見込額

に基づき、当中間会計期間

に見合う分を計上しており

ます。なお、当中間会計期

間における計上額はありま

せん。

役員賞与引当金
─────

役員賞与引当金
─────

４．リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

リース取引に関する会計基準

の改正適用初年度開始前に取

得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。

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。

５．ヘッジ会計の方法 ヘッジ会計の方法

原則として、繰延ヘッジ処

理を採用しております。な

お、金利スワップ取引につ

いては、特例処理の要件を

満たしておりますので、特

例処理を採用しておりま

す。

ヘッジ会計の方法 

 同左

ヘッジ会計の方法 

 同左

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 （ヘッジ手段）

金利スワップ取引 

株式信用取引

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左

ヘッジ手段とヘッジ対象 

 同左

 （ヘッジ対象）

借入金の利息

その他有価証券（株式）

ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワッ

プ取引を行っております。

また、株式相場変動リスク

を回避する目的で対象資産

の範囲内で株式信用取引を

行っております。

ヘッジ方針 

 同左

ヘッジ方針 

 同左

ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引について

は、特例処理の要件に該当

していることをもって有効

性の判定に代えておりま

す。また、株式信用取引に

ついては、ヘッジ対象とヘ

ッジ手段の重要な条件が同

一であるため、有効性の事

後的評価を省略しておりま

す。

ヘッジ有効性評価の方法 

 同左

ヘッジ有効性評価の方法 

 同左

６．その他中間財務諸

表作成並びに財務

諸表作成のための

基本となる重要な

事項

消費税等の処理方法

税抜方式を採用しておりま

す。

消費税等の処理方法 

 同左

消費税等の処理方法 

 同左
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(5) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(会計処理の変更)

前中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

（固定資産の減価償却方法の変更）

 当中間会計期間より、法人税法の改

正((所得税法等の一部を改正する法律 

平成19年３月30日 法律 第６号)及

び(法人税法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しておりま

す。  

 なお、この変更に伴う当中間会計期

間の損益に与える影響は軽微でありま

す。

─────── （固定資産の減価償却方法の変更）

 当事業年度より、法人税法の改正

((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律 第６号)及

び(法人税法施行令の一部を改正する

政令 平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後の法

人税法に基づく方法に変更しておりま

す。  

 なお、この変更に伴う当事業年度の

損益に与える影響は軽微であります。

─────── ─────── （企業結合に係る会計基準等）

 当事業年度から「企業結合に係る会

計基準」(企業会計審議会 平成15年

10月31日)及び「事業分離等に関する

会計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準第７

号)並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」

(企業会計基準委員会 終改正 平

成18年12月22日 企業会計基準適用指

針第10号)を適用しております。

─────── （リース取引に関する会計基準）

「リース取引に関する会計基準」(企

業会計基準委員会 改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号)及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 改正平成

19年３月30日 企業会計基準適用指針

第16号)が平成19年４月１日以後に開

始する事業年度に係る財務諸表から適

用できることになったことに伴い、当

中間会計期間から同会計基準及び同適

用指針を早期適用しております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年

度前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会計処

理を引き続き適用しており、また、こ

の変更に伴う資産、負債及び損益に与

える影響は軽微であります。

───────
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(追加情報)

前中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

 当中間会計期間において、資金運用

方針を変更したことにより、その他有

価証券の一部を売買目的有価証券に変

更しております。 

 なお、この変更に伴い「投資有価証

券」が837,598千円減少し、「有価証

券」が同額増加しております。

───────  当事業年度において、資金運用方針

を変更したことにより、その他有価証

券の一部を売買目的有価証券に変更し

ております。 

 なお、この変更に伴い「投資有価証

券」が733,839千円減少し、「有価証

券」が同額増加しております。

───────  平成19年３月31日以前に取得した有

形固定資産については、改正前の法人

税法に基づく減価償却の方法の適用に

より、取得価額の５％に到達した事業

年度の翌事業年度より、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額を５年

間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。  

 なお、この変更に伴う当中間会計期

間の損益に与える影響は軽微でありま

す。

───────
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 1,017,275千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,086,207千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

1,047,862千円

 

※２ 担保に提供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

(１)ａ 担保提供資産

投資不動産 3,026,474千円

※２ 担保に提供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

(１)ａ 担保提供資産

建物 120,671千円

土地 154,387千円

投資不動産 2,747,566千円

 

※２ 担保に提供している資産及びこ

れに対応する債務は次のとおり

であります。

(１)ａ 担保提供資産

投資不動産 3,032,239千円

ｂ 上記に対応する債務

１年内返済予定 
長期借入金

99,996千円

長期借入金 2,725,011千円

合計 2,825,007千円

ｂ 上記に対応する債務

１年内返済予定
長期借入金

99,996千円

長期借入金 2,625,015千円

合計 2,725,011千円

ｂ 上記に対応する債務

１年内返済予定 
長期借入金

99,996千円

長期借入金 2,675,013千円

合計 2,775,009千円

(２)ａ 担保提供資産

担保差入 
有価証券 
(流動資産 
「その他」)

113,260千円

預け金 
(流動資産 
「その他」)

3,289千円

投資有価証券 146,267千円

合計 262,816千円

(２)ａ 担保提供資産

担保差入 
有価証券 
(流動資産 
「その他」)

76,650千円

預け金 
(流動資産 
「その他」)

─千円

投資有価証券 194,662千円

合計 271,312千円

ｂ 上記に対応する債務

未払金 134,498千円

ｂ 上記に対応する債務

未払金 102,200千円

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺の上、流動負債「その

他」に含めて表示しておりま

す。

※３ 消費税等の取扱い

同左

――――――

４ 当中間会計期間末における、当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約にかかる借入金未実行

残高は次のとおりであります。

４ 当中間会計期間末における、当

座貸越契約及び貸出コミットメ

ント契約にかかる借入金未実行

残高は次のとおりであります。

４ 当事業年度末における、当座貸

越契約及び貸出コミットメント

契約にかかる借入金未実行残高

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

4,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

合計 3,500,000千円
 

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額

3,500,000千円

借入実行残高 100,000千円

合計 3,400,000千円

当座貸越極度額
及び貸出コミッ
トメントの総額

4,000,000千円

借入実行残高 ─ 千円

合計 4,000,000千円

―――――― ※５ 保有目的の変更により、投資不

動産275,058千円を有形固定資

産の建物に120,671千円及び土

地に154,387千円の科目振替を

行っております。

――――――
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 売上原価及び売上総利益

売上原価には、直営店に係る商

品売上原価と、その他営業収入

原価が含まれております。

なお、売上総利益は直営店に係

る売上高から商品売上原価を差

引いて算定しております。

売上高 11,683,493千円

商品売上原価 8,520,912千円

売上総利益 3,162,581千円

※１ 売上原価及び売上総利益

売上原価には、直営店に係る商

品売上原価と、その他営業収入

原価が含まれております。

なお、売上総利益は直営店に係

る売上高から商品売上原価を差

引いて算定しております。

売上高 12,170,847千円

商品売上原価 8,880,988千円

売上総利益 3,289,859千円

※１ 売上原価及び売上総利益

───────

※２ 営業外収益のうち主なもの

投資不動産 
賃貸収入

151,912千円

投資有価証券 
売却益

28,317千円

受取利息 13,364千円

※２ 営業外収益のうち主なもの

投資不動産
賃貸収入

188,589千円

有価証券
運用益

25,315千円

受取利息 12,863千円

※２ 営業外収益のうち主なもの

投資不動産 
賃貸収入

316,711千円

投資有価証券 
売却益

28,317千円

受取利息 27,520千円

※３ 営業外費用のうち主なもの

投資不動産 
管理費用

186,705千円

売買目的 
有価証券運用損

69,303千円

支払利息 33,027千円

※３ 営業外費用のうち主なもの

投資不動産
管理費用

192,386千円

売買目的
有価証券売却損

96,580千円

支払利息 31,377千円

※３ 営業外費用のうち主なもの

投資不動産 
管理費用

280,108千円

有価証券運用損 6,451千円

支払利息 65,826千円

 

※４ 特別利益のうち主なもの

固定資産売却益 346千円

 

※４ 特別利益のうち主なもの

受取立退料 20,000千円

※４ 特別利益のうち主なもの

固定資産売却益 346千円

受取立退料 258,000千円

※５ 特別損失のうち主なもの

減損損失 92,860千円

固定資産除却損 37,923千円

店舗閉鎖損 27,050千円

システム入替損失 10,369千円

投資有価証券 
評価損

8,662千円

※５ 特別損失のうち主なもの

減損損失 104,351千円

固定資産除却損 33,845千円

店舗閉鎖損 22,715千円

システム入替損失 3,565千円

投資有価証券
評価損

82,593千円
 

※５ 特別損失のうち主なもの

減損損失 157,033千円

投資有価証券 
評価損

8,662千円

固定資産除却損 65,349千円

店舗閉鎖損 38,183千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 79,527千円

無形固定資産 4,708千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 80,239千円

無形固定資産 11,170千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定資産 157,311千円

無形固定資産 10,739千円
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前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

※７ 減損損失

当社は、キャッシュ・フローを

生み出す 小単位として、店舗

を基本単位として資産のグルー

ピングを行なっております。

そのグルーピングに基づき、減

損会計の手続きを行なった結

果、営業活動から生じる損益が

継続してマイナスである店舗に

ついて帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損

損失（建物33,298千円、リース

資産42,318千円、その他17,243

千円）として特別損失に計上し

ました。

用途 場所 種類
減損損失 
（千円）

店舗
千葉県
千葉市
他

建物、 
リース 
資産、 
その他

92,860

なお、当資産のグループの回収

可能性価額は正味売却価額と使

用価値のうち、いずれか高い方

の金額で測定しており、正味売

却価額については、固定資産税

評価額により評価し、使用価値

については、将来キャッシュ・

フローを6.7％で割り引いて算

定しております。

 

※７ 減損損失

当社は、キャッシュ・フローを

生み出す 小単位として、店舗

を基本単位として資産のグルー

ピングを行なっております。

そのグルーピングに基づき、減

損会計の手続きを行なった結

果、営業活動から生じる損益が

継続してマイナスである店舗に

ついて帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損

損失（建物53,573千円、リース

資産35,203千円、その他15,574

千円）として特別損失に計上し

ました。

用途 場所 種類
減損損失
（千円）

店舗
東京都
足立区
他

建物、
リース 
資産、 
その他

104,351

なお、当資産のグループの回収

可能性価額は正味売却価額と使

用価値のうち、いずれか高い方

の金額で測定しており、正味売

却価額については、固定資産税

評価額により評価し、使用価値

については、将来キャッシュ・

フローを5.1％で割り引いて算

定しております。

 

※７ 減損損失

当社は、キャッシュ・フローを

生み出す 小単位として、店舗

を基本単位として資産のグルー

ピングを行なっております。

そのグルーピングに基づき、減

損会計の手続きを行なった結

果、営業活動から生じる損益が

継続してマイナスである店舗に

ついて帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、当該減少額を減損

損失（建物77,982千円、リース

資産70,132千円、その他8,918

千円）として特別損失に計上し

ました。

用途 場所 種類
減損損失
（千円）

店舗
東京都
江東区
他

建物、 
リース 
資産、 
その他

157,033

なお、当資産のグループの回収

可能性価額は正味売却価額と使

用価値のうち、いずれか高い方

の金額で測定しており、正味売

却価額については、固定資産税

評価額により評価し、使用価値

については、将来キャッシュ・

フローを6.2％で割り引いて算

定しております。

 

※８ システム入替損失に関する事項

平成19年９月から店舗のシステ

ムの刷新を行うのに伴い、関連

する自社所有の固定資産の臨時

償却額及びリース資産残高相当

額に係る臨時償却相当額をシス

テム入替損失（特別損失）とし

て計上しました。

リース資産 7,482千円

工具器具備品 2,886千円

システム入替損失 
（特別損失）

10,369千円

なお、リース資産残高相当額に

係る臨時償却相当額に関連する

債務は固定負債のその他（長期

未払金）に計上しております。

 

※８ システム入替損失に関する事項

平成20年10月から店舗のシステ

ムの刷新を行うのに伴い、関連

する自社所有の固定資産の臨時

償却額及びリース資産残高相当

額に係る臨時償却相当額をシス

テム入替損失（特別損失）とし

て計上しました。

リース資産 3,066千円

工具器具備品 498千円

システム入替損失
（特別損失）

3,565千円

なお、リース資産残高相当額に

係る臨時償却相当額に関連する

債務は固定負債のその他（長期

未払金）に計上しております。

 

※８ システム入替損失に関する事項

平成19年９月から店舗のシステ

ムの刷新を行うのに伴い、関連

する自社所有の固定資産の臨時

償却額及びリース資産残高相当

額に係る臨時償却相当額をシス

テム入替損失（特別損失）とし

て計上しました。

リース資産 7,482千円

工具器具備品 2,886千円

システム入替損失 
（特別損失）

10,369千円

なお、リース資産残高相当額に

係る臨時償却相当額に関連する

債務は固定負債のその他（長期

未払金）に計上しております。
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前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

 
 （変動事由の概要） 

 
  

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

 
 （変動事由の概要） 

 
  

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

 
 （変動事由の概要） 

 
  

(中間株主資本等変動計算書関係)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 539 ─ 36 503

減少は、ストックオプションの行使によるものであります。 36千株

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(千株) 497 ─ 63 434

減少は、ストックオプションの行使によるものであります。 63千株

自己株式に関する事項

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(千株) 539 ─ 42 497

減少は、ストックオプションの行使によるものであります。 42千株
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(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

１ リース取引開始日が改正リース 

  会計基準適用開始日以前の所有 

  権移転外ファイナンス・リース 

  取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失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)

減損損失
累 計 額
相 当 額
(千円)

中間期末 
残  高 
相 当 額 
(千円)

建     物 8,307 2,477 ─ 5,829

有形固定資産

「その他」

車 両 運 搬 具

14,538 7,267 ─ 7,271

有形固定資産

「その他」

工具器具備品

1,048,987 574,820 77,234 396,932

無形固定資産
ソフトウェア

1,285 535 ─ 749

合    計 1,073,118 585,101 77,234 410,782

 

取得価額
相 当 額
(千円）

減価償却
累 計 額
相 当 額
(千円)

減損損失
累 計 額
相 当 額
(千円)

中間期末
残  高
相 当 額
(千円)

建     物 9,364 3,965 ─ 5,398

有形固定資産

「その他」

車 両 運 搬 具

12,090 5,877 ─ 6,212

有形固定資産

「その他」

工具器具備品

937,298 542,833 137,563 256,901

無形固定資産 
ソフトウェア

1,285 792 ─ 492

合    計 960,038 553,468 137,563 269,005

 

取得価額
相 当 額
(千円）

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 
(千円)

減損損失
累 計 額
相 当 額
(千円)

期  末
残  高
相 当 額
(千円)

建     物 8,307 3,170 ─ 5,136

有形固定資産

「その他」

車 両 運 搬 具

13,190 5,629 ─ 7,560

有形固定資産

「その他」

工具器具備品

1,056,337 579,244 105,048 372,044

無形固定資産 
ソフトウェア

1,285 663 ─ 621

合    計 1,079,120 588,708 105,048 385,363

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等

② 未経過リース料中間期末残高相

当額等

② 未経過リース料期末残高相当額

等

 

未経過リース料中間期末残高 

相当額

１年内 174,000千円

１年超 315,993千円

合 計 489,993千円

リース資産 
減損勘定 
中間期末残高

61,884千円

 

未経過リース料中間期末残高 

相当額

１年内 160,598千円

１年超 260,314千円

合 計 420,913千円

リース資産
減損勘定 
中間期末残高

93,115千円

 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 184,004千円

１年超 327,359千円

合 計 511,363千円

リース資産 
減損勘定 
期末残高

75,646千円

 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 109,075千円

リース資産 
減損勘定の取崩額

7,074千円

減価償却費相当額 91,719千円

支払利息相当額 8,340千円

減損損失 42,318千円
 

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 103,063千円

リース資産
減損勘定の取崩額

17,734千円

減価償却費相当額 93,991千円

支払利息相当額 6,923千円

減損損失 35,203千円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 221,205千円

リース資産 
減損勘定の取崩額

21,126千円

減価償却費相当額 200,774千円

支払利息相当額 16,397千円

減損損失 70,132千円

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

存価値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

  同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

  同左

⑤ 利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息相

当額とし、各期への分配方法に

ついては、利息法によっており

ます。

⑤ 利息相当額の算定方法

  同左

⑤ 利息相当額の算定方法

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

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

２ リース取引開始日が改正リース 

  会計基準適用開始日以後の所有 

  権移転外ファイナンス・リース 

  取引

① リース資産の内容

  有形固定資産

  主として、店舗における冷凍設

備及び防犯カメラ（工具器具備

品）であります。

② リース資産の減価償却方法

  中間財務諸表作成のための基本

となる重要な事項「２．固定資

産の減価償却の方法」に記載の

とおりであります。
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 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。 

   有価証券関係（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く）は、中間連結財務諸表 

  における注記事項として記載しております。 

    

 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。 

   有価証券関係（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く）は、中間連結財務諸表 

  における注記事項として記載しております。 

  

 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。 

   有価証券関係（子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものを除く）は、中間連結財務諸表 

  における注記事項として記載しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

    

 該当事項はありません。 

    

 (7) 中間連結財務諸表に関する注記事項の(企業結合等関係)に記載のとおりであります。 

(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成19年８月31日)

当中間会計期間末(平成20年８月31日)

前事業年度末(平成20年２月29日)

(企業結合等関係)

前中間会計期間末 (自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間末 (自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日)

前事業年度末 (自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)

            

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア（2687）　平成21年２月期　中間決算短信

－60－



  

 
(注) １株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。 
  

 
  

  

 
  

(１株当たり情報)

前中間会計期間 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日 
 至 平成20年８月31日)

前事業年度 
(自 平成19年３月１日 
 至 平成20年２月29日)

１株当たり純資産額 166円81銭 １株当たり純資産額 169円36銭 １株当たり純資産額 169円77銭

１株当たり中間純利益 2円28銭 １株当たり中間純利益 2円69銭 １株当たり当期純利益 9円81銭

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益

2円28銭 潜在株式調整後
１株当たり中間純利益

2円69銭 潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

9円80銭

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１株当たり中間(当期)純利益金額

 中間(当期)純利益(千円) 56,502 66,826 243,358

 普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─ ─

 普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 56,502 66,826 243,358

 普通株式の期中平均株式数(株) 24,789,611 24,854,793 24,805,487

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益

 中間(当期)純利益調整額(千円) ─ ─ ─

 普通株式増加数(株) 40,960 32,393 30,061

 (うち新株予約権)(株) (40,960) (32,393) (30,061)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間(当期)純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

潜在株式の種類

   新株予約権

潜在株式の数

   400,000株

───── 潜在株式の種類

    新株予約権

潜在株式の数

311,000株

(重要な後発事象)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  平成20年３月29日開催の取締役会に

おいて、本社を住友ケミカルエンジニ

アリングセンタービル（千葉県千葉市

美浜区所在）へ移転する決議をしてお

ります。

 この移転により、移転費用（原状回

復費用、引越費用、除却損等）40,000

千円の発生が予想され、平成21年２月

期において計上する見込であります。
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