
 

 

平成21年4月1日 

各 位 

会 社 名  株 式 会 社  ス リ ー エ フ 

代 表 者 名  代表取締役社長  中 居 勝 利 

(コード番号 7544 東証第二部) 

お問い合わせ先  取締役業務室長  海老沢 克 恭 

TEL 045-651-2111 

 

 

（訂正）「平成20年2月期決算短信」の一部訂正について 

 

 

平成20年4月3日に公表いたしました「平成21年2月期 決算短信」の記載内容について、一部誤りが

認められたため、下記の通り、内容修正をさせていただきます。 

なお、訂正箇所には＿下線を付して表示しております。 

 

記 

 

【訂正箇所】 

（28 ページ） 

４ 連結財務諸表 

 注記事項 

 （リース取引関係） 

（訂正前） 

前連結会計年度
(自　平成18年3月１日
　至　平成19年2月28日)

当連結会計年度
(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 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 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 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     額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る ・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る

    もの     もの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品

    取得価額相当額　　　　　　　　　  3,242百万円     取得価額相当額　　　　　　　　　  2,120百万円

　  減価償却累計額相当額　            2,090百万円 　  減価償却累計額相当額　            1,193百万円

    減損損失累計額相当額　　　　  　   　18百万円     減損損失累計額相当額　　　　　　   　29百万円

    期末残高相当額　　　　　　　 　　 1,134百万円     期末残高相当額　　　　　　　　　    897百万円

・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの ・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品

    取得価額相当額　　　　　　　　　  6,601百万円     取得価額相当額　　　　　　　　　  3,854百万円

　  減価償却累計額相当額　            4,893百万円 　  減価償却累計額相当額　            2,427百万円

    減損損失累計額相当額　　　　　　   　 0百万円     減損損失累計額相当額　　　　　　   　21百万円

    期末残高相当額　　　　　　   　　 1,708百万円     期末残高相当額　　　　　　   　　 1,405百万円  

 

 



（訂正前） 

前連結会計年度
(自　平成18年3月１日
　至　平成19年2月28日)

当連結会計年度
(自　平成19年3月１日
　至　平成20年2月29日)

②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損 ②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

　勘定期末残高 　勘定期末残高

    未経過リース料期末残高相当額     未経過リース料期末残高相当額

・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る ・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る

    もの     もの

    一年内　　　　　　　　　　　　　　　369百万円     一年内　　　　　　　　　　　　　　　333百万円

    一年超　　　　　　　　　　　　　　1,245百万円     一年超　　　　　　　　　　　　　　　596百万円

　　  計　　　　　　　　　　　　　　　1,615百万円 　  　計　　　　　　　　　 　　　　　 　930百万円

・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの ・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの

    一年内　　　　　　　　　 　 　　　　653百万円     一年内　　　　　　　　　　　　　　　565百万円

    一年超　　　　　　　　　　 　 　　1,930百万円     一年超　　　　　　　　　　　　　　　896百万円

　　  計　　　　　　　　　　　　　  　2,584百万円 　　  計　　　　　　　　　　　　　　　1,462百万円

 　リース資産減損勘定期末残高　　 　　   12百万円     リース資産減損勘定期末残高　　　　　 17百万円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価 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    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                      1,412百万円    支払リース料                       1,181百万円

    リース資産減損勘定の取崩額            5百万円    リース資産減損勘定の取崩額            11百万円

    減価償却費相当額                  1,270百万円    減価償却費相当額                   1,156百万円

    支払利息相当額　　　　　　　 　 　　117百万円    支払利息相当額　　　　　　　　　 　　　1百万円

　  減損損失　　　　　　　　　　 　　　　17百万円 　 減損損失　　　　　　　　　　　　　　　17百万円

④　減価償却費相当額の算定方法 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                    同　　　　左

    額法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法 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                    同　　　　左

    額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

    利息法によっております。  

 

（訂正後） 

前連結会計年度
(自　平成18年3月１日
　至　平成19年2月28日)

当連結会計年度
(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 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 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 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     額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る ・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る

    もの     もの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品

    取得価額相当額　　　　　　　　　  3,242百万円     取得価額相当額　　　　　　　　　  2,224百万円

　  減価償却累計額相当額　            2,090百万円 　  減価償却累計額相当額　            1,209百万円

    減損損失累計額相当額　　　　  　   　18百万円     減損損失累計額相当額　　　　　　   　32百万円

    期末残高相当額　　　　　　　 　　 1,134百万円     期末残高相当額　　　　　　　　 　　 981百万円

・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの ・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品

    取得価額相当額　　　　　　　　　  6,601百万円     取得価額相当額　　　　　　　　　  4,108百万円

　  減価償却累計額相当額　            4,893百万円 　  減価償却累計額相当額　            2,330百万円

    減損損失累計額相当額　　　　　　   　 0百万円     減損損失累計額相当額　　　　　　     26百万円

    期末残高相当額　　　　　　   　　 1,708百万円     期末残高相当額　　　　　　   　　 1,751百万円  

 



（訂正後） 

前連結会計年度
(自　平成18年3月１日
　至　平成19年2月28日)

当連結会計年度
(自　平成19年3月１日
至 平成20年2月29日)

②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損 ②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

　勘定期末残高 　勘定期末残高

    未経過リース料期末残高相当額     未経過リース料期末残高相当額

・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る ・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る

    もの     もの

    一年内　　　　　　　　　　　　　　　369百万円     一年内　　　　　　　　　　　　　　　391百万円

    一年超　　　　　　　　　　　　　　1,245百万円     一年超　　　　　　　　　　　　　　　744百万円

　　  計　　　　　　　　　　　　　　　1,615百万円 　  　計　　　　　　　　　 　　　　　 1,135百万円

・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの ・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの

    一年内　　　　　　　　　　  　　　　653百万円     一年内　　　　　　　　　　　　　　　684百万円

    一年超　　　　　　　　　　　  　　1,930百万円     一年超　　　　　　　　　　　　　　1,348百万円

　　  計　　　　　　　　　　　　 　 　2,584百万円 　　  計　　　　　　　　　　　　　　　2,032百万円

 　リース資産減損勘定期末残高　　 　　   12百万円     リース資産減損勘定期末残高　　　　　 17百万円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価 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    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                      1,412百万円     支払リース料                      1,292百万円

    リース資産減損勘定の取崩額            5百万円     リース資産減損勘定の取崩額           11百万円

    減価償却費相当額                  1,270百万円     減価償却費相当額                  1,160百万円

    支払利息相当額　　　　　　　　  　　117百万円     支払利息相当額　　　　　　　  　　　121百万円

　  減損損失　　　　　　　　　　 　　　　17百万円 　  減損損失　　　　　　　　　 　　　　　17百万円

④　減価償却費相当額の算定方法 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                    同　　　　左

    額法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法 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                    同　　　　左

    額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

    利息法によっております。  

 



（53 ページ） 

５ 個別財務諸表 

 注記事項 

 （リース取引関係） 

（訂正前） 

前事業年度
(自　平成18年3月１日
　至　平成19年2月28日)

当事業年度
(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 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 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 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     額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る ・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る

    もの     もの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品

    取得価額相当額　　　　　　　　　  3,242百万円     取得価額相当額　　　　　　　　　  2,120百万円

　  減価償却累計額相当額　            2,090百万円 　  減価償却累計額相当額　            1,193百万円

    減損損失累計額相当額　　　　  　   　18百万円     減損損失累計額相当額　　　　　　   　29百万円

    期末残高相当額　　　　　　　 　　 1,134百万円     期末残高相当額　　　　　　　　　  　897百万円

・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの ・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品

    取得価額相当額　　　　　　　　　  6,601百万円     取得価額相当額　　　　　　　　　  3,854百万円

　  減価償却累計額相当額　            4,893百万円 　  減価償却累計額相当額　            2,427百万円

    減損損失累計額相当額　　　　　　   　 0百万円     減損損失累計額相当額　　　　　　   　21百万円

    期末残高相当額　　　　　　   　　 1,708百万円     期末残高相当額　　　　　　   　　 1,405百万円

②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損 ②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

　勘定期末残高 　勘定期末残高

    未経過リース料期末残高相当額     未経過リース料期末残高相当額

・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る ・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る

    もの     もの

    一年内　　　　　　　　　　　　　　　369百万円     一年内　　　　　　　　　　　　　　　333百万円

    一年超　　　　　　　　　　　　　　1,245百万円     一年超　　　　　　　　　　　　　　　596百万円

　　  計　　　　　　　　　　　　　　　1,615百万円 　  　計　　　　　　　　　 　　　　　 　930百万円

・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの ・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの

    一年内　　　　　　　　　　  　　　　653百万円     一年内　　　　　　　　　　　　　　　565百万円

    一年超　　　　　　　　　 　　 　　1,930百万円     一年超　　　　　　　　　　　　　　　896百万円

　　 計　　　　　　　　　　　　　　 　2,584百万円 　　  計　　　　　　　　　　　　　　　1,462百万円

 　リース資産減損勘定期末残高 　　　　   12百万円     リース資産減損勘定期末残高　　　　　 17百万円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価 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    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                      1,411百万円     支払リース料                      1,181百万円

    リース資産減損勘定の取崩額            5百万円     リース資産減損勘定の取崩額           11百万円

    減価償却費相当額                  1,269百万円     減価償却費相当額                  1,156百万円

    支払利息相当額　　　　　　　 　 　　117百万円     支払利息相当額　　　　　　 　　 　　　1百万円

　  減損損失　　　　　　　　　　 　　　　17百万円 　  減損損失　　　　　　　　　　 　　　　17百万円

④　減価償却費相当額の算定方法 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                    同　　　　左

    額法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法 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                    同　　　　左

    額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

    利息法によっております。  

 



（訂正後） 

前事業年度
(自　平成18年3月１日
　至　平成19年2月28日)

当事業年度
(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 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 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 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     額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る ・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る

    もの     もの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品

    取得価額相当額　　　　　　　　　  3,242百万円     取得価額相当額　　　　　　　　　  2,224百万円

　  減価償却累計額相当額　            2,090百万円 　  減価償却累計額相当額　            1,209百万円

    減損損失累計額相当額　　　　  　   　18百万円     減損損失累計額相当額　　　　　　   　32百万円

    期末残高相当額　　　　　　　 　　 1,134百万円     期末残高相当額　　　　　　　　 　　 981百万円

・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの ・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品 　　　　　　　　　　　　　　　　　　器具及び備品

    取得価額相当額　　　　　　　　　  6,601百万円     取得価額相当額　　　　　　　　　  4,108百万円

　  減価償却累計額相当額　            4,893百万円 　  減価償却累計額相当額　            2,330百万円

    減損損失累計額相当額　　　　　　   　 0百万円     減損損失累計額相当額　　　　　　     26百万円

    期末残高相当額　　　　　　   　　 1,708百万円     期末残高相当額　　　　　　   　　 1,751百万円

②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損 ②　未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減損

　勘定期末残高 　勘定期末残高

    未経過リース料期末残高相当額     未経過リース料期末残高相当額

・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る ・　本部及び直営店店舗に設置したリース物件に係る

    もの     もの

    一年内　　　　　　　　　　　　　　　369百万円     一年内　　　　　　　　　　　　　　　391百万円

    一年超　　　　　　　　　　　　　　1,245百万円     一年超　　　　　　　　　　　　　　　744百万円

　　  計　　　　　　　　　　　　　　　1,615百万円 　  　計　　　　　　　　　 　　　　　 1,135百万円

・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの ・　加盟店店舗に設置したリース物件に係るもの

    一年内　　　　　　　 　　　 　　　　653百万円     一年内　　　　　　　　　　　　　　　684百万円

    一年超　　　　　　　　　 　　 　　1,930百万円     一年超　　　　　　　　　　　　　　1,348百万円

　　  計　　　　 　　　　　　　　　 　2,584百万円 　　  計　　　　　　　　　　　　　　　2,032百万円

 　リース資産減損勘定期末残高 　　　　   12百万円     リース資産減損勘定期末残高　　　　　 17百万円

③ 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価 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    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                      1,411百万円     支払リース料                      1,292百万円

    リース資産減損勘定の取崩額            5百万円     リース資産減損勘定の取崩額           11百万円

    減価償却費相当額                  1,269百万円     減価償却費相当額                  1,160百万円

    支払利息相当額　　　　　　　 　 　　117百万円     支払利息相当額　　　　　　　  　　　121百万円

　  減損損失　　　　　　　　　　　 　　　17百万円 　  減損損失　　　　　　　　　 　　　　　17百万円

④　減価償却費相当額の算定方法 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                    同　　　　左

    額法によっております。

⑤　利息相当額の算定方法 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                    同　　　　左

    額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

    利息法によっております。  

 

                                     以 上 


