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(百万円未満切捨て)

(1) 連結経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
21年２月期 25,271 4.1 571 △8.3 334 △25.1 △78 ─

20年２月期 24,277 4.0 623 △10.9 446 △26.8 216 △30.2

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

営業総収入
営業利益率

円  銭 円  銭 ％ ％ ％
21年２月期 △3  15 ─ △2.0 3.1 2.3

20年２月期 8  74 8  73 5.3 4.0 2.6

(参考) 持分法投資損益 21年２月期 ─ 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
21年２月期 10,487 3,818 36.4 154  68

20年２月期 11,026 4,126 37.3 165  87

(参考) 自己資本 21年２月期 3,818百万円 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
21年２月期 669 △686 △310 1,479

20年２月期 722 △737 △448 1,806

１株当たり配当金 配当金総額 
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)(基準日) 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 百万円 ％ ％
20年２月期 ─ 3  50 ─ 3  50 7  00 173 80.1 4.2

21年２月期 ─ 3  50 ─ 2  00 5  50 136 ─ 3.4

22年２月期
(予想)

─ 2  00 ─ 2  00 4  00 ─ 33.5 ─

(％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
第２四半期連結累計期間 12,900 0.4 490 14.2 530 42.5 300 322.5 12 15

通   期 25,300 0.1 610 6.8 650 94.6 295 ─ 11 95
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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「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株当たり当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、42ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 

  

１. 21年２月期の個別業績（平成20年３月１日～平成21年２月28日） 

 

 
  

 
  

(2) 個別財政状態 

 

 
  

２. 22年２月期の個別業績予想（平成21年３月１日～平成22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) 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)

(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) 21年２月期 25,320,000株 20年２月期 25,320,000株

② 期末自己株式数 21年２月期 635,400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 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
21年２月期 24,742(28,748) 5.7(4.3) 564 △11.8 289 △38.2 △108 ─

20年２月期 23,408(27,569) 3.4(0.0) 639 △16.2 469 △22.2 243 △24.5

１株当たり当期純利益
潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

円  銭 円  銭
21年２月期 △4  36 ─

20年２月期 9  81 9  80

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円  銭
21年２月期 10,497 3,884 37.0 157  38

20年２月期 11,058 4,223 38.1 169  77

(参考) 自己資本 21年２月期 3,884百万円 20年２月期 4,214百万円

(％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)

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
第２四半期累計期間 12,600 0.3 480 13.7 520 44.0 295 347.0 11 95

通   期 24,800 0.2 600 6.4 640 121.5 290 ─ 11 74

※ 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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① 当連結会計年度の概況 

当連結会計年度におけるわが国の経済は、原材料価格の高騰による商品の値上げの影響で、個人

消費が冷え込み景気の後退に繋がりました。また、米国におけるサブプライムローン問題や９月に

破綻した米国大手証券会社の影響で世界的な金融危機に陥り、経済状況の悪化が急速に進行いたし

ました。その影響は国内企業へも波及し、国内外における需要減少の影響から輸出企業を中心に非

正規雇用者の契約打ち切りや生産停止など大幅なリストラが相次ぎ、今後の国内景気は先行き不透

明なものとなりました。 

  

② コンビニエンス・ストア事業の状況 

コンビニエンス・ストア業界におきましては、業界内の飽和状態が続いており客数も伸び悩み、

また他業種との競合も依然続いております。上期は春先の天候不順の影響から第１四半期の売上高

は低迷したものの、 盛期である夏場は梅雨明けが早く猛暑という天候にも恵まれた為、売上高は

堅調に推移いたしました。下期は夏場に全国展開されたタスポ導入されたことにより店頭でのタバ

コの対面販売が好調を維持したほか、暖冬かつ比較的天候にも恵まれ、業界全体で既存店売上高は

軒並み前年を超え順調に推移いたしました。  

 このような状況のもと、当社グループのコンビニエンス・ストア事業におきましては、「コンビ

ニを超えた便利さを提供できる会社になりたい」という企業理念に基づき、当社「サンクス」は従

来のコンビニエンス・ストア形態にとらわれることなく、新たなコンビニエンス・ストアの実現を

目指してまいりました。  

 商品・サービス面は、マーチャンダイジングの整備・強化を推進すべく、機動力を生かした当社

独自のＰＢ商品を拡充してまいりました。メーカーと直接取引を行い自社物流の能率化を進めるこ

とにより、商品の品揃え及び利益率の向上を目指してまいりました。さらに当社独自の「クリーニ

ングサービス」、「数字選択式宝くじ」及び「宝くじ」の販売におきましても順調に推移してお

り、集客率の向上や他店舗との差別化となる各種サービスを提供することにより、お客様の満足を

得られるように努めてまいりました。  

 店舗運営面は、当社「サンクス」の直営店主体によるスケールメリット、機動力を生かし、地区

毎の売上の向上及び利益率の改善に対する戦術を明確化いたしました。また、前年度より継続して

実施しております「店舗オペレーションにおける基本業務の徹底」への取り組みもトレーナー制度

を強化し、徹底した社員・従業員の教育を行うことで店舗接客における質の向上に努めてまいりま

した。  

 店舗開発面は、収益性を重視し高賃料店舗物件への積極的な新規出店を控えたことにより、開店

数は６店舗にとどまりました。また、店舗のスクラップ・アンド・ビルドを進めリロケートを実施

したほか、ビルの建替えによる閉店もあり閉店数は４店舗となり、当連結会計年度末における当社

「サンクス」は135店舗となりました。  

 以上の施策の結果、加盟店を含む全店売上高が28,748百万円(対前年同期比104.3％)、既存店平

均日販が595千円(対前年同期比101.4％)、既存店平均客数が1,033人(対前年同期比101.7％)、既存

店客単価が577円(対前年同期比99.7％)となりました。  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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③ その他事業の概況 

その他事業の概況につきましては、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ため休止といたしました。また、インターネットカフェ事業に関しま

しては、お客様が快適に利用していただけるよう、多種コンテンツの導入、コミックや雑誌取扱数

の拡大に取り組みました。また、社員・従業員の指導に力を入れた運営を行い好調に推移しており

ましたが、今後、更なる収益向上を図るためには、サービス面における質の向上を常に意識した営

業が必要であると考えております。  

 連結子会社である株式会社エフ．エイ．二四におきましては、有料老人ホーム紹介サイトの運営

は、引き続き苦戦を強いられ厳しい状況であります。クリーニング取次サービス事業は取引先の拡

大、売上及び収益の増加に努め、その結果大きな収益源となりました。また、お片づけ・お掃除事

業に関しましても各企業との提携強化を図り、固定客の拡大を進めて収益向上に繋げてまいりまし

た。  

 以上の施策の結果、当社グループの連結会計年度における業績は、営業総収入が252億71百万円

(対前年同期比4.1％)、営業利益が５億71百万円(対前年同期比△8.3％)、経常利益が３億34百円

(対前年同期比△25.1％)、当期純損失が78百万円となりました。  

  

④ 次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、世界的な経済状況の悪化が長期化し、消費動向は先行き不透明な

状況が続くと予測されております。 

 コンビニエンス・ストア業界におきましては、業界内での再編により寡占化がさらに進むものと

思われております。また、タスポの効果が一巡する夏場以降は売上の構成に苦戦するものとみられ

るため、早急な対策が必要と認識しております。一方で店舗物件の賃料高騰がピークを越え、慢性

的な人員不足も解消されつつあることなどから、安定した店舗運営にもなると考えております。ま

た、６月の改正薬事法の施行による規制緩和後は、一定の要件を満たせば大半の大衆薬販売が可能

となる見通しとなっており、新たな需要への取り組みが見込まれております。  

 当社コンビニエンス・ストア事業におきましては、本年を事業再編の年と位置づけ、直営店主体

によるスケールメリットや機動力を生かし、引き続き「店舗オペレーションにおける基本業務の徹

底」に取り組むほか、経営数値の向上を図るため当社独自のＰＢ商品の拡大を実行してまいりま

す。  

 その他事業におきましては、新しいビジネスへの取り組みを進めてまいります。その一つといた

しまして、現在、千葉県市川市にビジネスホテルを建設しており、年内の開業を目指して準備を進

めております。また、内部統制システムの構築を引き続き進めており、コンプライアンスを遵守し

た経営を行うことが企業価値の増大に寄与するように推進してまいります。  

 以上の状況により、次期(平成22年２月期)の業績見通しにつきましては、連結営業総収入が253

億円、連結営業利益が６億10百万円、連結経常利益が６億50百万円、連結当期純利益が２億95百万

円を見込んでおります。 
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① 資産、負債及び純資産の状況 

 (資産) 

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ５億39百万円(4.9％)減少し104億

87百万円となりました。その主な内訳は、投資不動産が２億71百万円減少いたしましたが、建設仮

勘定が２億56百万円、リース資産が１億75百万円、土地が１億54百万円それぞれ増加したことが主

因となり、固定資産が４億６百万円増加いたしました。その一方で、現金及び預金が４億50百万

円、有価証券及び担保差入有価証券が４億43百万円、未収還付法人税等が62百万円それぞれ減少し

たことにより、流動資産が９億46百万円減少したことが総資産減少の主な内訳であります。 

 (負債) 

当連結会計年度末における負債総額は、前連結会計年度末に比べ２億30百万円(3.3％)減少し66

億68百万円となりました。その主な内訳は、預り金が２億93百万円、買掛金及び加盟店買掛金が１

億23百万円それぞれ減少し、流動負債が１億95百万円減少しております。さらに、長期借入金が１

億99百万円減少したことにより、固定負債の35百万円減少が負債減少の主な内訳であります。 

 (純資産) 

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末に比べ３億８百万円(7.5％)減少し38億

18百万円となりました。その主な内訳は、当期純損失78百万円計上などにより利益剰余金が２億57

百万円、その他有価証券評価差額金が32百万円それぞれ減少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残高は、前連結会計年度末に比べ３億26百万円

(18.1％)減少し14億79百万円となりました。 

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

す。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度末における営業活動によるキャッシュ・フローは、６億69百万円(前連結会計年

度末比7.3％減)の収入超過となりました。収入の主な内訳は、売買目的有価証券運用損４億16百万

円、減損損失２億23百万円、減価償却費１億85百万円、投資有価証券評価損１億18百万円であり、

支出の主な内訳は、預り金の増減額２億93百万円、仕入債務の増減額１億23百万円、法人税等の支

払額１億２百万円であります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度末における投資活動によるキャッシュ・フローは、６億86百万円(前連結会計年

度末比6.9％増)の支出超過となりました。その主な内訳は、有形固定資産の取得による支出が５億

40百万円、投資有価証券の取得による支出が１億54百万円、敷金・保証金の差入による支出が96百

万円、売買目的有価証券の取得による支出が88百万円、それぞれ支出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) 

当連結会計年度末における財務活動によるキャッシュ・フローは、３億10百万円(前連結会計年

度末比30.9％増)の支出超過となりました。その主な内訳は、長期借入の返済よる支出が２億９百

万円、配当金の支払額が１億73百万円それぞれ支出したことに加え、短期借入金の純増減額が１億

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
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 当社のキャッシュ・フロー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、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２円00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

針を遵守していく予定であります。 

  

平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期

中間 期末 中間 期末 中間 期末

自己資本比率(％) 33.3 36.3 34.2 37.3 35.4 36.4

時価ベースの自己資本比率(％) 55.5 52.3 46.2 35.3 34.9 28.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 2.3 3.2 3.1 4.1 1.5 4.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 37.2 19.1 17.4 11.0 31.7 10.8

(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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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、当連結会計年度末において当社が判断したものでありま

す。 

① 当社の主たる事業について 

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。 

  

② 固定資産の減損に係る会計基準について 

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。 

  

③ 保有有価証券について 

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
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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 

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

店コストが高くなる場合があります。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。 

  

⑤ 新規事業への取組みについて 

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。 

  

⑥ 連結子会社「株式会社エフ．エイ．二四」について 

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。 
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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、店舗数の拡大を図るのではなく、

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図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。 

ａ．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。 

ｂ．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。 

ｃ．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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ｄ．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図り、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図り

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。 

  

ａ．全社員の意識改革 

当社グループの主力事業は、コンビニエンス・ストア事業であります。 

 コンビニエンス・ストア店舗におきましては、お客様にとって便利かつ魅力のある店舗づくり

が必要であり、その も重要なポイントが店長及び副店長といった店舗社員であると考えており

ます。店舗社員には、接客サービスを中心とした店舗づくり全般の指導及び研修を随時行い、販

売力の強化に着手してまいります。また、店舗社員のみならず、指導する営業部門及び管理部門

の社員におきましても同様に、相応の指導及び研修を実施し、全社員の能力向上に努めてまいり

ます。 

ｂ．内部統制システムの構築及び運用 

当社グループにおきましては、平成22年２月期より内部統制システムの運用がスタートいたし

ます。店舗につきましては、内部監査室による店舗監査を定期的に実施し、適正な店舗運営を行

うため必要に応じて指導及び是正勧告等を行っております。また、会計監査におきましては、監

査役と会計監査人が相互に連携し監査を実施しております。税務及びその他の法令に関する判断

につきましては、顧問税理士及び顧問弁護士に相談等を行い、指導や助言を受けております。 

 当社グループでは、コンプライアンスを遵守した透明性の高い経営を行うことが企業価値の増

大に寄与すると考え、内部統制システムの遵守を徹底すると同時に、不備な部分の構築及び修正

を早急に進めてまいります。 

  

当社グループは、前連結会計年度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 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
(平成20年２月29日)

当連結会計年度 
(平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)

 (資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,929,741 1,479,612 △450,128

 ２ 加盟店貸勘定 ※１ 27,740 20,702 △7,037

 ３ 売掛金 37,881 36,928 △953

 ４ 有価証券 ※２ 733,839 366,874 △366,965

 ５ 担保差入有価証券 ※２ 76,650 ─ △76,650

 ６ 商品 429,882 393,372 △36,510

 ７ 前払費用 106,178 106,753 575

 ８ 繰延税金資産 129,882 159,020 29,138

 ９ 預け金 ─ 24,000 24,000

 10 未収入金 60,858 73,012 12,153

 11 未収還付法人税等 72,840 10,755 △62,084

 12 その他 34,331 26,912 △7,419

 13 貸倒引当金 △1,000 △5,200 △4,200

  流動資産合計 3,638,828 33.0 2,692,746 25.7 △946,082

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1)  建物 ※６ 1,596,508 1,702,499

    減価償却累計額 749,543 846,964 820,692 881,806 34,842

  (2) 構築物 132,041 120,907

    減価償却累計額 85,531 46,509 94,091 26,816 △19,693

  (3) 車両運搬具 8,215 8,215

    減価償却累計額 7,879 335 7,961 253 △82

  (4) 工具器具備品 374,932 406,020

    減価償却累計額 242,520 132,411 250,701 155,319 22,907

  (5) 土地 ※６ 528,614 683,002 154,387

  (6) リース資産 ─ 185,897

    減価償却累計額 ─ ─ 10,808 175,088 175,088

  (7) 建設仮勘定 630 257,184 256,554

  有形固定資産合計 1,555,466 14.1 2,179,470 20.8 624,004

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 25,291 23,494 △1,796

  (2) ソフトウェア 16,773 12,719 △4,053

  (3) 電話加入権 17,266 17,569 302

  (4) その他 170 152 △17

  無形固定資産合計 59,502 0.5 53,936 0.5 △5,566
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前連結会計年度
(平成20年２月29日)

当連結会計年度 
(平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 622,285 577,388 △44,896

  (2) 出資金 655 ─ △655

  (3) 長期貸付金 750,000 752,111 2,111

  (4) 長期前払費用 35,927 31,639 △4,288

  (5) 繰延税金資産 140,639 201,409 60,770

  (6) 敷金・保証金 1,193,615 1,223,609 29,993

  (7) 投資不動産
※２ 
※４ 
※６

3,032,239 2,760,531 △271,708

  (8) その他 3,896 17,504 13,607

  (9) 貸倒引当金 △6,489 △3,300 3,189

  投資その他の資産合計 5,772,771 52.4 5,560,894 53.0 △211,877

  固定資産合計 7,387,740 67.0 7,794,301 74.3 406,560

  資産合計 11,026,568 100.0 10,487,047 100.0 △539,521
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前連結会計年度
(平成20年２月29日)

当連結会計年度 
(平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)

 (負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 1,025,427 945,881 △79,546

 ２ 加盟店買掛金 ※３ 213,031 168,897 △44,134

 ３ 加盟店借勘定 ※１ 52,493 42,439 △10,054

 ４ 短期借入金 ─ 100,000 100,000

 ５ １年内返済予定 
   長期借入金

※２ 209,996 199,996 △10,000

 ６ リース債務 ─ 41,756 41,756

 ７ 未払金 ※２ 603,035 586,920 △16,114

 ８ 未払費用 254,825 282,884 28,058

 ９ 未払法人税等 510 26,936 26,426

 10 未払消費税等 22,192 15,126 △7,065

 11 預り金 1,241,504 947,722 △293,781

 12 前受収益 7,792 6,200 △1,592

 13 賞与引当金 32,000 102,000 70,000

 14 その他 31,303 31,777 473

  流動負債合計 3,694,114 33.5 3,498,538 33.4 △195,575

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,775,013 2,575,017 △199,996

 ２ リース債務 ─ 147,078 147,078

 ３ 負ののれん 7,495 5,551 △1,944

 ４ 預り保証金 370,650 404,270 33,620

 ５ その他 52,586 38,447 △14,139

  固定負債合計 3,205,746 29.1 3,170,364 30.2 △35,381

  負債合計 6,899,860 62.6 6,668,903 63.6 △230,957

 (純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,200,000 1,200,000 ─

 ２ 資本剰余金 164,064 164,064 ─

 ３ 利益剰余金 2,945,852 2,687,864 △257,987

 ４ 自己株式 △115,523 △124,003 △8,480

  株主資本合計 4,194,394 38.0 3,927,925 37.4 △266,468

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

△77,015 △109,781 △32,765

  評価・換算差額等合計 △77,015 △0.7 △109,781 △1.0 △32,765

Ⅲ 新株予約権 9,330 0.1 ─ ─ △9,330

  純資産合計 4,126,708 37.4 3,818,144 36.4 △308,563

  負債純資産合計 11,026,568 100.0 10,487,047 100.0 △539,521

            

－14－

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



  

 
  

(2) 連結損益計算書

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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比 
(％)

金額(千円)

Ⅰ 売上高

 １ 売上高 ※１ (23,442,396) 23,442,396
96.6

(100.0)
(24,502,648) 24,502,648

97.0
(100.0)

Ⅱ 営業収入

 １ 加盟店からの収入 517,009 479,836

 ２ その他の営業収入 317,859 834,869 3.4 288,526 768,363 3.0

  営業総収入合計 24,277,265 100.0 25,271,012 100.0 993,746

Ⅲ 売上原価

 １ 期首商品たな卸高 452,276 427,330

 ２ 当期商品仕入高 17,150,024 17,976,587

 ３ 営業譲受に伴う 
   商品受入高

4,021 3,186

   合計 17,606,322 18,407,104

 ４ 期末商品たな卸高 430,526 391,001

  商品売上原価 ※１ (17,175,795) (73.3)(18,016,102) (73.5)

 ５ その他の 
   営業収入原価

20,663 17,196,459 70.8 19,222 18,035,324 71.4 838,865

  売上総利益 ※１ (6,266,601) (26.7) (6,486,546) (26.5)

  営業総利益 7,080,806 29.2 7,235,687 28.6 154,880

Ⅳ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬及び 
   給与・手当

2,991,627 3,086,900

 ２ 賞与引当金繰入額 32,000 102,000

 ３ 貸倒引当金繰入額 ─ 5,200

 ４ 業務委託料 12,655 10,551

 ５ 福利厚生費 155,350 171,684

 ６ ライセンスフィー 489,578 490,671

 ７ 水道光熱費 312,824 332,022

 ８ 賃借料 1,361,578 1,332,764

 ９ 減価償却費 174,940 185,513

 10 貸倒損失 ─ 10,567

 11 その他 927,088 6,457,642 26.6 936,430 6,664,307 26.3 206,664

  営業利益 623,163 2.6 571,379 2.3 △51,784
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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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日 
 至 平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比 
(％)

金額(千円)

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 24,586 23,253

 ２ 有価証券利息 ─ 2,354

 ３ 受取配当金 17,665 11,268

 ４ 有価証券運用益 ─ 62,015

 ５ 販売促進収入 4,992 4,244

 ６ 投資有価証券売却益 28,317 ─

 ７ 投資不動産賃貸収入 316,711 393,087

 ８ その他 7,130 399,403 1.6 45,647 541,870 2.1 142,467

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 65,826 61,897

 ２ 有価証券運用損 6,451 ─

 ３ 売買目的有価証券 
   運用損

183,273 416,975

 ４ 投資有価証券運用損 25,066 23,325

 ５ 投資不動産管理費用 280,108 269,880

 ６ 貸倒引当金繰入額 6,489 3,300

 ７ 貸倒損失 ─ 2,820

 ８ その他 8,588 575,804 2.4 389 778,588 3.1 202,784

  経常利益 446,763 1.8 334,661 1.3 △112,101

Ⅶ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 346 ─

 ２ 受取立退料 258,000 20,000

 ３ 新株予約権戻入益 3,510 9,330

 ４ 過年度固定資産税 
   還付金

─ 19,354

 ５ ＦＣ契約解約金 ─ 261,856 1.1 6,666 55,350 0.2 △206,505

Ⅷ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 79,815 37,098

 ２ 投資有価証券評価損 8,662 118,656

 ３ 店舗閉鎖損 43,582 25,062

 ４ 減損損失 ※４ 157,033 223,346

 ５ リース解約損 11,836 9,509

 ６ システム入替損失 ※５ 10,369 3,565

 ７ 本社移転費用 ─ 13,937

 ８ 訴訟和解金 ─ 311,299 1.3 14,000 445,176 1.7 133,876

  税金等調整前当期純利益 
  又は税金等調整前当期純 
  損失(△)

397,319 1.6 △55,163 △0.2 △452,483

  法人税、住民税及び 
  事業税

173,474 91,180

  過年度法人税等 6,400 ─

  法人税等調整額 644 180,519 0.7 △67,950 23,229 0.1 △157,289

  当期純利益又は 
  当期純損失(△)

216,800 0.9 △78,393 △0.3 △295,193
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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) 

 
  

 
  

(3) 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

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

 自己株式の取得 ─

 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

 自己株式の取得 ─

 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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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

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △173,977 △173,977

 当期純損失 △78,393 △78,393

 自己株式の取得 △23,106 △23,106

 自己株式の処分 △5,617 14,626 9,009

 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 ─ ─ △257,987 △8,480 △266,468

平成21年２月28日残高(千円) 1,200,000 164,064 2,687,864 △124,003 3,927,925

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

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △173,977

 当期純損失 △78,393

 自己株式の取得 △23,106

 自己株式の処分 9,009

 株主資本以外の項目の連結
 会計年度中の変動額(純額)

△32,765 △9,330 △42,095

連結会計年度中の変動額合計 △32,765 △9,330 △308,563

平成21年２月28日残高(千円) △109,781 ─ 3,818,144
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

比較増減

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 税金等調整前当期純利益又は 
   税金等調整前当期純損失(△)

397,319 △55,163 △452,483

 ２ 減価償却費 174,940 185,513 10,572

 ３ 減損損失 157,033 223,346 66,312

 ４ 引当金の増減額 11,489 74,200 62,711

 ５ 受取利息、有価証券利息
   及び受取配当金

△42,252 △34,522 7,730

 ６ 支払利息 65,826 61,897 △3,928

 ７ 固定資産売却益 △346 ─ 346

 ８ 固定資産除却損 79,815 37,098 △42,716

 ９ 投資有価証券売却益 △28,317 ─ 28,317

 10 投資有価証券評価損 8,662 118,656 109,994

 11 売買目的有価証券運用損 183,273 416,975 233,701

 12 投資有価証券運用損 25,066 23,325 △1,740

 13 有価証券運用損 6,451 ─ △6,451

 14 有価証券運用益 ─ △62,015 △62,015

 15 投資不動産収入 △316,711 △393,087 △76,376

 16 投資不動産管理費 280,108 269,880 △10,228

 17 オープンアカウントの増減額 △13,025 △135 12,889

 18 たな卸資産の増減額 28,967 39,514 10,547

 19 仕入債務の増減額 63,217 △123,681 △186,898

 20 未払金の増減額 △83,198 76,488 159,687

 21 預り金の増減額 231,312 △293,781 △525,093

 22 未払消費税等の増減額 △79,043 3,461 82,504

 23 未収入金の増減額 △39,706 △12,159 27,547

 24 その他 73,454 14,185 △59,268

    小計 1,184,337 569,998 △614,339

 25 利息及び配当金の受取額 43,982 35,524 △8,457

 26 投資不動産収入額 316,711 393,087 76,376

 27 投資不動産管理費支払額 △246,848 △237,319 9,529

 28 利息の支払額 △69,002 △61,839 7,162

 29 法人税等の支払額 △500,341 △102,594 397,746

 30 法人税等の還付額 ─ 72,840 72,840

 31 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

722,439 669,697 △52,741

            

－19－

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



  

  

 
  

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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

比較増減

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 △68,335 △47,283 21,051

 ２ 定期預金の取崩による収入 56,268 128,619 72,351

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △249,507 △540,157 △290,650

 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

△2,162,749 △88,754 2,073,995

 ６ 売買目的有価証券の売却による 
   収入

1,635,243 38,743 △1,596,499

 ７ 投資有価証券の取得による支出 △189,790 △154,947 34,843

 ８ 投資有価証券の売却による収入 145,500 ─ △145,500

 ９ 投資有価証券の分配による収入 103,741 3,793 △99,947

 10 投資不動産の取得による支出 ─ △41,462 △41,462

 11 敷金・保証金の差入による支出 △108,715 △96,097 12,618

 12 敷金・保証金の返還による収入 48,473 49,629 1,156

 13 預り保証金の受入による収入 ─ 53,746 53,746

 14 預り保証金の返還による支出 ─ △15,595 △15,595

 15 営業譲受による支出 ─ △12,102 △12,102

 16 貸付による支出 △1,450 △4,400 △2,950

 17 その他 △18,404 39,803 58,207

  投資活動による 
  キャッシュ・フロー

△737,138 △686,465 50,673

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 ─ 100,000 100,000

 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 △775,580 △209,996 565,584

 ４ 自己株式の取得による支出 ─ △23,252 △23,252

 ５ 自己株式の処分による収入 ─ 9,009 9,009

 ６ 配当金の支払額 △172,843 △173,782 △938

 ７ リース債務の返済による支出 ─ △12,003 △12,003

  財務活動による 
  キャッシュ・フロー

△448,423 △310,024 138,398

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 △463,122 △326,792 136,329

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,269,527 1,806,405 △463,122

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,806,405 1,479,612 △326,792
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   継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(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。

(5) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１ 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

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

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項

 連結子会社の決算日と連結決算日は

一致しております。

 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

① 有価証券

 ａ 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) 

 ｂ 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。

① 有価証券

 ａ 売買目的有価証券

同左

 ｂ 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

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

  売価還元法による原価法

③ デリバティブ 

  時価法

③ デリバティブ

   同左
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項目
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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

(2) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法

① 有形固定資産及び投資不動産

  定率法

但し、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物付属設備を除く)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。 

 なお、主な耐用年数は以下のとお

りです。 

 建物         ７年～39年 

 工具器具備品     ４年～15年

① 有形固定資産及び投資不動産

  同左

② 無形固定資産

 ａ 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

 ａ ソフトウェア

 同左

 ｂ その他

定額法

 ｂ 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。

④ 長期前払費用

定額法

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

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。

② 賞与引当金

同左
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項目
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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

(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

用初年度開始前に行った所有権移転外フ

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

連結会計年度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。

(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

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

  (ヘッジ対象)

  借入金の利息、 

 その他有価証券(株式)

② ヘッジ手段とヘッジ対象

  (ヘッジ手段)

  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っておりま

す。

③ ヘッジ方針

同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、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

(6) その他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 

 税抜方法を採用しております。

消費税等の処理方法 

  同左
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項目
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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

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方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

  同左

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

 のれん及び負の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年間でありま

す。

  同左

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

 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
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

（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。

────────

(追加情報)

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、この変更に伴う当連結会計年度の損益に与える影

響は軽微であります。
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項

  (連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年２月29日)

当連結会計年度 
(平成21年２月28日)

※１ 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定は、それぞれ加盟

店との間に発生した債権債務であります。

 

※１ 同左

 

 

※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 2,675,013千円

合計 2,775,009千円

 

※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 131,814千円

土地 154,387千円

投資不動産 2,760,531千円

   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 2,575,017千円

合計 2,675,013千円

(2) ａ 担保提供資産

担保差入有価証券 76,650千円

投資有価証券 194,662千円

合計 271,312千円

 

(2) ａ 担保提供資産

有価証券 114,172千円

 

   ｂ 上記に対応する債務

未払金 102,200千円
 

   ｂ 上記に対応する債務

───────

※３ 加盟店買掛金は、加盟店が仕入れた商品代金で、

当社が加盟店に代わり取引先に支払いする買掛金残

高であります。

 

※３ 同左

 

 

※４ 投資不動産の減価償却費累計額

71,370千円

 
 

※４ 投資不動産の減価償却費累計額

98,339千円

 

 

 ５ 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 ─ 千円

差引額 4,000,000千円

 ５ 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

3,500,000千円

借入実行残高  ─ 千円

差引額 3,500,000千円

─────── ※６ 保有目的の変更により、投資不動産276,356千円

を有形固定資産の建物に121,969千円及び土地に

154,387千円の科目振替を行っております。
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  (連結損益計算書関係)

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 売上高、商品売上原価、売上総利益は直営店に係

るものであります。

※１ 同左

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 346千円

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

───────

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

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
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 21,750千円

構築物 115千円

工具器具備品 15,232千円

合計 37,098千円

 

※４ 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(157,033千円)と

して特別損失に計上いたしました。

用途 場所 種類 金額(千円)

店舗
東京都 
江東区他

建物 77,982

店舗
東京都 
江東区他

工具器具備品 8,918

店舗
東京都 
江東区他

リース資産 70,132

   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。

 

※４ 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(223,346千円)と

して特別損失に計上いたしました。

用途 場所 種類 金額(千円)

店舗
東京都
足立区他

建物 119,229

店舗
東京都
足立区他

構築物 18,260

店舗
東京都
足立区他

工具器具備品 34,095

店舗
東京都
足立区他

リース資産 42,508

   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5.3％で割り引いて算定して

おります。

 

※５ 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長期未払金(固定負債「その

他」)に計上しております。

 

※５ 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
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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） 

 減少数は、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 

  

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 

 
  

  (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

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高 
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計 
年度末

提出会社
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
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当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 増加数は、取締役会の決議により取得したものであります。     200千株 

 減少数は、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 

  

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) 497 200 63 635

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当連結会計
年度末残高 
（千円）

前連結会計
年度末

増加 減少
当連結会計 
年度末

提出会社 平成15年新株予約権 普通株式 75 ─ 75 ─ ─

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

平成20年10月10日 
取締役会

普通株式 87,098千円 3.50円 平成20年８月31日 平成20年11月17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21年４月10日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 49,369千円 2.00円 平成21年２月28日 平成21年５月11日

  (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

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

預け金 ─ 千円

現金及び現金同等物 1,806,405千円

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,479,612千円

現金及び現金同等物 1,479,612千円
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  (リース取引関係)

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)

当連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21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

 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

 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)

期末残高
相 当 額
(千円)

建    物 8,307 3,170 ─ 5,136

車 両運搬 具 13,190 5,629 ─ 7,560

工具器具備品 1,069,746 586,968 105,048 377,729

ソフトウェア 1,285 663 ─ 621

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

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 9,364 4,745 ─ 4,618

車 両運搬 具 12,090 7,058 ─ 5,032

工具器具備品 840,318 526,092 121,035 193,190

ソフトウェア 1,285 920 ─ 364

合    計 863,057 538,816 121,035 203,205

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額等

    未経過リース料期末残高相当額

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

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額等

    未経過リース料期末残高相当額

１年内 144,418千円

１年超 200,900千円

合 計 345,319千円

リース資産減損勘定期末残高 70,090千円

 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 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

 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 197,281千円

リース資産減損勘定の取崩額 44,926千円

減価償却費相当額 179,886千円

支払利息相当額 12,644千円

減損損失 39,370千円

 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

 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

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

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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 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 売買目的有価証券 

 
  
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

当連結会計年度において、その他投資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。な

お、減損処理にあたっては、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額について減損処理を

行っております。 
  
３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  
４ 時価評価されていない有価証券 

 
  
５ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 
  
６ 当連結会計年度中の保有目的の変更 

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。 
  

  (有価証券関係)

貸借対照表計上額(千円) 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(千円)

810,489  △267,826

区分 取得原価(千円)
貸借対照表計上額 

(千円)
差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 ① 株式 7,740 8,540 800

 ② その他 ─ ─ ─

小計 7,740 8,540 800

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 ① 株式 275,760 166,992 △108,768

 ② 債券

    その他 109,243 103,954 △5,289

 ③ その他 100,350 83,848 △16,502

小計 485,354 354,794 △130,559

合計 493,094 363,334 △129,759

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

117,182 28,317 ─

内容 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

区分
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内 
(千円)

10年超
(千円)

債券

 その他 ─ ─ 103,954 ─

合計 ─ ─ 103,954 ─
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 当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

１ 売買目的有価証券 

 
  
２ その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 表中の「取得原価」は、減損処理後の帳簿価額であります。 

当連結会計年度において、その他投資有価証券で時価のある株式について118,000千円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、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額について減損処理

を行っております。 
  
３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

 
  
４ 時価評価されていない有価証券 

 
  
５ その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 
  

貸借対照表計上額(千円) 当連結会計年度の損益に含まれた評価差額(千円)

366,874  △416,975

区分 取得原価(千円)
貸借対照表計上額 

(千円)
差額(千円)

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

 ① 株式 ─ ─ ─

 ② その他 ─ ─ ─

小計 ─ ─ ─

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

 ① 株式 406,102 240,608 △165,494

 ② 債券

    その他 109,243 97,598 △11,645

 ③ その他 14,829 14,829 ─

小計 530,175 353,036 △177,139

合計 530,175 353,036 △177,139

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

─ ─ ─

内容 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） 224,352

合計 224,352

区分
１年以内
(千円)

１年超５年以内
(千円)

５年超10年以内 
(千円)

10年超
(千円)

債券

 その他 ─ ─ 97,598 ─

合計 ─ ─ 97,598 ─
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  (デリバティブ取引関係)

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 取引の状況に関する事項

 ① 取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ取引であります。

１ 取引の状況に関する事項

 ① 取引の内容

当社の利用しているデリバティブ取引は、金利ス

ワップ取引及び株式関連の売建コール・オプション

取引であります。

 ② 取引に対する取組方針及び利用目的等

当社では、金融資産の効率運用を目的として利用

しております。デリバティブ取引については充分な

シュミレーションを行ったうえ、リスク管理が可能

なものについて、当社保有の現預金及び流動性の確

保されている有価証券の範囲に限って行っておりま

す。

 ② 取引に対する取組方針及び利用目的等

当社では、金融資産の効率運用を目的として金利

スワップ取引及び株式関連の売建コール・オプショ

ン取引を行っております。 

 デリバティブ取引につきましては、充分なシュミ

レーションを行ったうえ、リスク管理が可能なもの

について、当社保有の現預金及び流動性の確保され

ている有価証券の範囲に限って行っております。

 ③ 取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引に付随する独自のリスクのうち

主要なものとしては信用リスクと市場リスクがあり

ます。

信用リスクとは、取引の相手方が債務不履行に陥

ることにより、取引が継続していれば将来得られる

はずであった効果を享受できなくなるリスクであり

ます。当社のデリバティブ取引の相手先は、信用度

の高い金融機関等に限られており、取引相手先の債

務不履行による損失の可能性は極めて薄く、信用リ

スクはほとんどないと判断しております。

市場リスクとは、金利・為替・市場価格等の変化

によりポジションに損失が発生するリスクでありま

す。

当社の利用しているデリバティブ取引は、これら

リスクのうち金利の変動リスクを有しております。

 ③ 取引に係るリスクの内容

デリバティブ取引に付随する独自のリスクのうち

主要なものとしては信用リスクと市場リスクがあり

ます。

信用リスクとは、取引の相手方が債務不履行に陥

ることにより、取引が継続していれば将来得られる

はずであった効果を享受できなくなるリスクであり

ます。当社のデリバティブ取引の相手先は、信用度

の高い金融機関等に限られており、取引相手先の債

務不履行による損失の可能性は極めて薄く、信用リ

スクはほとんどないと判断しております。

市場リスクとは、金利・為替・市場価格等の変化

によりポジションに損失が発生するリスクでありま

す。

当社の利用しているデリバティブ取引のうち、金

利スワップ取引につきましては、金利の変動リスク

を有しております。また、株式関連の売建コール・

オプション取引につきましては、取引の実行に伴い

その後の市場変動により利得の機会を失うことを除

きリスクは無いと認識しております。

 ④ 取引に係るリスク管理体制

当社のデリバティブ取引に係るリスク管理体制

は、取引の開始においては取引目的・限度額・取引

相手の選定・リスク内容等を担当部で慎重に検討を

行い、関連各部の合意を得て役員の承認を得ており

ます。また、取引開始後も随時もしくは定期的に時

価情報を得た上、市場の状況を担当部で分析し関連

各部、役員に報告する等、情報の共有化によるリス

ク管理を行っております。

 ④ 取引に係るリスク管理体制

同左

２ 取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ

取引は、記載対象から除いております。

２ 取引の時価等に関する事項

同左
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  (退職給付関係)

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。 該当事項はありません。
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 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 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  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 

  

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容  

   

 
 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ① ストック・オプションの数 

 

  (ストック・オプション等関係)

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年５月27日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役   ６名     当社使用人   79名

株式の種類及び付与数 当社普通株式  295,000株

付与日 平成15年７月18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15年８月１日から平成20年７月31日まで

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

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年５月27日 平成18年５月29日

権利確定前

 期首（株） ─ ─

 付与（株） ─ ─

 失効（株） ─ ─

 権利確定（株） ─ ─

 未確定残（株） ─ ─

権利確定後

 期首（株） 117,000 400,000

 権利確定（株） ─ ─

 権利行使（株） 42,000 ─

 失効（株） ─ 89,000

 未行使残（株） 75,000 311,000
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  ② 単価情報 

   
３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   該当事項はありません。 

  

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方

式を採用しております。 

  

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年５月27日 平成18年５月29日

権利行使価額（円） 143 294

行使時平均株価（円） 230 ─

付与日における公正な評価単価（円） ─ 30
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 当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

１ 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  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 

  

２ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容  

   

 
 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社

決議年月日 平成15年５月27日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役   ６名     当社使用人   79名

株式の種類及び付与数 当社普通株式  295,000株

付与日 平成15年７月18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15年８月１日から平成20年７月31日まで

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

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年５月27日 平成18年５月29日

権利確定前

 期首（株） ─ ─

 付与（株） ─ ─

 失効（株） ─ ─

 権利確定（株） ─ ─

 未確定残（株） ─ ─

権利確定後

 期首（株） 75,000 311,000

 権利確定（株） ─ ─

 権利行使（株） 63,000 ─

 失効（株） 12,000 311,000

 未行使残（株） ─ ─

            

－37－

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



  ② 単価情報 

   
３ 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   該当事項はありません。 

  

４ ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみを反映させる方

式を採用しております。 

  

会社名 提出会社 提出会社

決議年月日 平成15年５月27日 平成18年５月29日

権利行使価額（円） 143 294

行使時平均株価（円） 154 ─

付与日における公正な評価単価（円） ─ 30
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  (税効果会計関係)

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 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

   繰延税金資産

 未払不動産取得税 87,291千円

 投資有価証券運用損 8,987千円

 減損損失 73,704千円

 繰延資産償却超過額 14,363千円

 未払事業税 4,417千円

 その他有価証券評価差額金 53,083千円

 賞与引当金 13,020千円

 株式報酬費用 3,796千円

 システム入替損失 4,219千円

 無形固定資産評価損否認 11,737千円

 連結会社間内部利益消去 31,833千円

 その他 7,637千円

繰延税金資産計 314,092千円

 評価性引当金 △43,570千円

繰延税金資産の純額 270,522千円

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

   繰延税金資産

未払不動産取得税 87,291千円

投資有価証券運用損 5,770千円

減損損失 142,396千円

繰延資産償却超過額 12,207千円

未払事業税 3,202千円

その他有価証券評価差額金 75,042千円

賞与引当金 41,503千円

貸倒引当金 2,522千円

子会社繰越欠損金 47,210千円

その他 9,468千円

繰延税金資産計 426,615千円

評価性引当金 △66,184千円

繰延税金資産の純額 360,430千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

住民税均等割 7.8％

その他 △3.1％

税効果会計適用後の
法人税等の負担率

45.4％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税金等調整前当期純損失を計上しているため、記

載しておりません。
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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、営業利益の合計及び全セグメントの資産の金額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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日) 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるコ

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。 

  

当連結会計年度(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重要な在外支店がないため、記載を省略しており

ます。 

  

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。 

  

当連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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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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。 

  

該当事項はありません。 

  

  (関連当事者との取引)

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。 該当事項はありません。

  (企業結合等関係)

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)

当連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)
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(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後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。 

 
  

  

 
  

  (１株当たり情報)

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株当たり純資産額 165円87銭 １株当たり純資産額 154円68銭

１株当たり当期純利益 8円74銭 １株当たり当期純損失 3円15銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 8円73銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

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株当たり当期純利益又は当期純損失

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 216,800 △78,393

 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又は当期純損失 
 (△)(千円)

216,800 △78,393

 普通株式の期中平均株式数(株) 24,805,487 24,870,755

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(千円) ─ ─

 普通株式増加数(株) 30,061 ─

 (うち新株予約権)(株) (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    311,000株

─────

  (重要な後発事象)

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．本社移転

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。

該当事項はありません。
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５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度
（平成20年２月29日)

当事業年度 
（平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,859,379 1,417,009 △442,369

 ２ 加盟店貸勘定 ※１ 27,740 20,702 △7,037

 ３ 有価証券 ※２ 733,839 366,874 △366,965

 ４ 担保差入有価証券 ※２ 76,650 ─ △76,650

 ５ 商品 426,498 390,171 △36,327

 ６ 前払費用 104,660 105,490 829

 ７ 繰延税金資産 129,882 159,020 29,138

 ８ 預け金 ─ 24,000 24,000

 ９ 未収入金 59,158 69,040 9,881

 10 未収還付法人税等 72,840 10,755 △62,084

 11 その他 32,953 25,431 △7,522

 12 貸倒引当金 △1,000 △2,900 △1,900

  流動資産合計 3,522,603 31.9 2,585,597 24.6 △937,006

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物
※２
※６

1,574,561 1,687,677

    減価償却累計額 740,522 834,038 809,992 877,684 43,645

  (2) 構築物 132,041 120,907

    減価償却累計額 85,531 46,509 94,091 26,816 △19,693

  (3) 車両運搬具 8,215 8,215

    減価償却累計額 7,879 335 7,961 253 △82

  (4) 工具器具備品 326,856 368,511

    減価償却累計額 213,928 112,928 216,464 152,047 39,119

  (5) 土地
※２
※６

528,614 683,002 154,387

  (6) リース資産 ─ 185,897

    減価償却累計額 ─ ─ 10,808 175,088 175,088

  (7) 建設仮勘定 630 257,184 256,554

  有形固定資産合計 1,523,056 13.8 2,172,075 20.7 649,019

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 103,524 89,692 △13,832

  (2) ソフトウェア 8,500 12,719 4,218

  (3) 電話加入権 17,063 17,365 302

  (4) その他 170 152 △17

  無形固定資産合計 129,259 1.2 119,929 1.1 △9,329
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前事業年度
（平成20年２月29日)

当事業年度 
（平成21年２月28日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 622,285 577,388 △44,896

  (2) 出資金 655 ─ △655

  (3) 長期貸付金 750,000 752,111 2,111

  (4) 関係会社 
     長期貸付金

154,000 154,000 ─

  (5) 長期前払費用 30,441 30,962 521

  (6) 繰延税金資産 158,949 201,409 42,459

  (7) 敷金・保証金 1,182,744 1,212,738 29,993

  (8) 投資不動産
※２ 
※４ 
※６

3,032,239 2,760,531 △271,708

  (9) その他 3,896 17,504 13,607

 (10) 貸倒引当金 △51,489 △86,300 △34,811

  投資その他の資産合計 5,883,725 53.1 5,620,347 53.6 △263,377

  固定資産合計 7,536,040 68.1 7,912,353 75.4 376,312

  資産合計 11,058,644 100.0 10,497,950 100.0 △560,693
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前事業年度
（平成20年２月29日）

当事業年度 
（平成21年２月28日）

比較増減

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 972,249 891,614 △80,634

 ２ 加盟店買掛金 ※３ 213,031 168,897 △44,134

 ３ 加盟店借勘定 ※１ 52,493 42,439 △10,054

 ４ 短期借入金 ─ 100,000 100,000

 ５ １年内返済予定 
   長期借入金

※２ 209,996 199,996 △10,000

 ６ リース債務 ─ 41,756 41,756

 ７ 未払金 ※２ 598,955 585,370 △13,585

 ８ 未払費用 254,825 282,884 28,058

 ９ 未払法人税等 ─ 26,747 26,747

 10 未払消費税等 13,639 15,126 1,486

 11 預り金 1,241,499 947,688 △293,811

 12 前受収益 7,905 6,333 △1,571

 13 賞与引当金 32,000 102,000 70,000

 14 その他 31,243 31,777 533

  流動負債合計 3,627,840 32.8 3,442,630 32.8 △185,210

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 2,775,013 2,575,017 △199,996

 ２ リース債務 ─ 147,078 147,078

 ３ 負ののれん 7,495 5,551 △1,944

 ４ 預り保証金 372,191 404,270 32,079

 ５ その他 52,586 38,447 △14,139

  固定負債合計 3,207,287 29.0 3,170,364 30.2 △36,922

  負債合計 6,835,128 61.8 6,612,994 63.0 △222,133
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前事業年度

（平成20年２月29日）
当事業年度 

（平成21年２月28日）
比較増減

区分
注記 
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

 金額（千円）

（純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,200,000 1,200,000 ─

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 164,064 164,064 ─

  資本剰余金合計 164,064 164,064 ─

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 116,869 134,266 17,397

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 2,731,000 2,831,000 100,000

    繰越利益剰余金 194,791 △210,590 △405,382

  利益剰余金合計 3,042,660 2,754,675 △287,984

 ４ 自己株式 △115,523 △124,003 △8,480

  株主資本合計 4,291,201 38.8 3,994,737 38.0 △296,464

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 
   評価差額金

△77,015 △109,781 △32,765

  評価・換算差額等合計 △77,015 △0.7 △109,781 △1.0 △32,765

Ⅲ 新株予約権 9,330 0.1 ─ ─ △9,330

  純資産合計 4,223,516 38.2 3,884,955 37.0 △338,560

  負債純資産合計 11,058,644 100.0 10,497,950 100.0 △560,693

            

－46－

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



  

  

 
  

(2) 損益計算書

前事業年度
（自 平成19年３月１日  
 至 平成20年２月29日）

当事業年度
（自 平成20年３月１日   
至 平成21年２月28日）

比較増減

区分
注記 
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比 
（％）

金額(千円)

Ⅰ 売上高
 

 

 

 

 １ 売上高 ※１ (22,583,469) 22,583,469
96.5

(100.0)
(23,973,703) 23,973,703

96.9
(100.0)

Ⅱ 営業収入

 １ 加盟店からの収入 517,009 479,836

   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。 
   第28期 4,985,544千円 
   第29期 4,774,445千円
   直営店売上高との合計 
   額は次のとおりであり 
   ます。 
   第28期27,569,014千円 
   第29期28,748,149千円

 ２ その他の営業収入 308,082 825,091 3.5 288,526 768,363 3.1

   営業総収入合計 23,408,561 100.0 24,742,066 100.0 1,333,505

Ⅲ 売上原価

 １ 期首商品たな卸高 438,534 426,498

 ２ 当期商品仕入高 16,485,242 17,558,275

 ３ 営業譲受に伴う 
   商品受入高

4,021 3,186

   合計 16,927,798 17,987,959

 ４ 期末商品たな卸高 426,498 390,171

   商品売上原価 ※１ (16,501,300) (73.1)(17,597,788) (73.4)

 ５ その他の営業収入原価 20,663 16,521,964 70.6 19,222 17,617,010 71.2 1,095,046

   売上総利益 ※１ (6,082,169) (26.9) (6,375,915) (26.6)

   営業総利益 6,886,597 29.4 7,125,056 28.8 238,459

Ⅳ 販売費及び一般管理費

 １ 役員報酬及び 
   給与・手当

2,898,704 3,047,752

 ２ 賞与引当金繰入額 32,000 102,000

 ３ 貸倒引当金繰入額 ─ 2,900

 ４ 業務委託料 12,655 9,978

 ５ 福利厚生費 155,151 168,150

 ６ ライセンスフィー 481,358 490,671

 ７ 水道光熱費 304,969 329,278

 ８ 賃借料 1,323,413 1,316,012

 ９ 減価償却費 160,318 175,986

 10 貸倒損失 ─ 10,550

 11 その他 878,505 6,247,076 26.7 907,514 6,560,794 26.5 313,718

   営業利益 639,521 2.7 564,261 2.3 △75,259
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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）

当事業年度
（自 平成20年３月１日   
 至 平成21年２月28日）

比較増減

区分
注記 
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比 
（％）

金額(千円)

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 27,520 24,972

 ２ 有価証券利息 ─ 2,354

 ３ 受取配当金 17,665 11,268

 ４ 有価証券運用益 ─ 62,015

 ５ 販売促進収入 4,992 4,244

 ６ 投資有価証券売却益 28,317 ─

 ７ 投資不動産賃貸収入 316,711 393,087

 ８ その他 7,104 402,311 1.7 44,196 542,138 2.2 139,827

Ⅵ  営業外費用

 １ 支払利息 65,826 61,897

 ２ 有価証券運用損 6,451 ─

 ３ 投資有価証券運用損 25,066 23,325

 ４ 投資不動産管理費用 280,108 269,880

 ５ 売買目的有価証券 
   運用損

183,273 416,975

 ６ 関係会社貸倒引当金 
   繰入額

─ 38,000

 ７ 貸倒引当金繰入額 6,489 3,300

 ８ 貸倒損失 ─ 2,820

 ９ その他 5,346 572,562 2.4 229 816,428 3.3 243,866

   経常利益 469,269 2.0 289,972 1.2 △179,297

Ⅶ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ 346 ─

 ２ 受取立退料 258,000 20,000

 ３ 新株予約権戻入益 3,510 9,330

 ４ 関係会社貸倒引当金 
   戻入益

30,000 ─

 ５ 過年度固定資産税 
   還付金

─ 19,354

 ６ ＦＣ契約解約金 ─ 291,856 1.2 6,666 55,350 0.2 △236,506

Ⅷ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 65,349 37,098

 ２ 投資有価証券評価損 8,662 118,656

 ３ 店舗閉鎖損 38,183 25,013

 ４ 減損損失 ※４ 157,033 195,689

 ５ リース解約損 7,262 4,392

 ６ システム入替損失 ※５ 10,369 3,565

 ７ 本社移転費用 ─ 13,937

 ８ 訴訟和解金 ─ 286,860 1.2 14,000 412,352 1.7 125,492

   税引前当期純利益又は 
   税引前当期純損失(△)

474,265 2.0 △67,029 △0.3 △541,295

   法人税、住民税 
   及び事業税

173,000 91,000

    過年度法人税等 6,400 ─

   法人税等調整額 51,506 230,906 1.0 △49,640 41,359 0.1 △189,547

    当期純利益又は 
   当期純損失(△)

243,358 1.0 △108,389 △0.4 △351,748
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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) 

  

 
  

 
  

(3) 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

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

 自己株式の取得 ─

 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

 自己株式の取得 ─

 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

            

－49－

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



  

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28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

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立 100,000 △100,000 ─

 剰余金の配当 17,397 △191,375 △173,977

 当期純損失 △108,389 △108,389

 自己株式の取得 △23,106 △23,106

 自己株式の処分 △5,617 14,626 9,009

 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 ─ ─ 17,397 100,000 △405,382 △8,480 △296,464

平成21年２月28日残高(千円) 1,200,000 164,064 134,266 2,831,000 △210,590 △124,003 3,994,737

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

事業年度中の変動額

 別途積立金の積立 ─

 剰余金の配当 △173,977

 当期純損失 △108,389

 自己株式の取得 △23,106

 自己株式の処分 9,009

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△32,765 △9,330 △42,095

事業年度中の変動額合計 △32,765 △9,330 △338,560

平成21年２月28日残高(千円) △109,781 ─ 3,884,955
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   継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(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。

(4) 重要な会計方針

項目
前事業年度

（自 平成19年３月１日
 至 平成20年２月29日）

当事業年度
（自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日）

１．資産の評価基準及び評価

  方法

(1) 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)

(1) 売買目的有価証券 

   同左 

(2) 子会社株式 

   移動平均法による原価法

(2) 子会社株式 

   同左

(3) 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、株式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。

(3) 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

同左

２．デリバティブ取引により

  生じる正味の債権（及び

  債務）の評価基準及び評

  価方法

   時価法    同左

３．たな卸資産の評価基準及

  び評価方法

 商品 

   売価還元法による原価法

 商品 

   同左
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項目
前事業年度

（自 平成19年３月１日
 至 平成20年２月29日）

当事業年度
（自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日）

４．固定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

但し、平成10年４月１日以降に取

得した建物(建物付属設備を除く)に

ついては定額法によっております。 

 また、取得価格が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。

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

(1) 有形固定資産及び投資不動産

同左

(2) 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。

(2) 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

その他

定額法

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。

(4) 長期前払費用 

   定額法

(4) 長期前払費用 

   同左

５．外貨建の資産及び負債の

  本邦通貨への換算基準

 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

   同左

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒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。

(1) 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

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。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるた

め、将来の支給見込額のうち、当期

に帰属する額を計上しております。

(2) 賞与引当金 

   同左
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項目
前事業年度

（自 平成19年３月１日
 至 平成20年２月29日）

当事業年度
（自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日）

７．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

 リース取引に関する会計基準の改正適

用初年度開始前に行った所有権移転外フ

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、当事業年度

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。

８．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

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 

 （ヘッジ対象） 

  借入金の利息、 

  その他有価証券(株式)

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 （ヘッジ手段） 

  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

信用取引を行っております。

③ ヘッジ方針 

  同左

④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引については、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
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項目
前事業年度

（自 平成19年３月１日
 至 平成20年２月29日）

当事業年度
（自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日）

９．その他財務諸表作成のため

  の重要な事項

(1) 消費税等の処理方法

   税抜方式を採用しております。

(2) 負ののれんの償却方法

負の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年間でありま

す。

(1) 消費税等の処理方法 

   同左

(2) 負ののれんの償却方法

 同左
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(5) 重要な会計方針の変更

前事業年度
（自 平成19年３月１日
 至 平成20年２月29日）

当事業年度
（自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日）

（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。

─────────

  (追加情報)

前事業年度
（自 平成19年３月１日
 至 平成20年２月29日）

当事業年度
（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、この変更に伴う当事業年度の損益に与える影響

は軽微であります。
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項

  (貸借対照表関係)

前事業年度
（平成20年２月29日）

当事業年度
（平成21年２月28日）

※１ 加盟店貸勘定及び加盟店借勘定は、それぞれ加盟 

  店との間に発生した債権債務であります。

※１ 同左

 

※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

※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 131,814千円

土地 154,387千円

投資不動産 2,760,531千円

   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

   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 2,575,017千円

合計 2,675,013千円

 (2)  ａ 担保提供資産

担保差入有価証券 76,650千円

投資有価証券 194,662千円

合計 271,312千円

 

 (2)  ａ 担保提供資産

有価証券 114,172千円

   ｂ 上記に対応する債務

未払金 102,200千円

   ｂ 上記に対応する債務

───────

※３ 加盟店買掛金は、加盟店が仕入れた商品代金で、 

  当社が加盟店に代わり取引先に支払する買掛金残高 

  であります。

※３ 同左

※４ 投資不動産の減価償却累計額

71,370千円

※４ 投資不動産の減価償却累計額

98,339千円

５ 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 ─ 千円

差引額 4,000,000千円

５ 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

3,500,000千円

借入実行残高 ─ 千円

差引額 3,500,000千円

─────── ※６ 保有目的の変更により、投資不動産276,356千円

を有形固定資産の建物に121,969千円及び土地に

154,387千円の科目振替を行っております。
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  (損益計算書関係)

前事業年度
（自 平成19年３月１日
 至 平成20年２月29日）

当事業年度
（自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日）

※１ 売上高、商品売上原価、売上総利益は直営店に係 

   るものであります。

※１ 同左

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

土地 346千円

※２ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

───────

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 49,842千円

構築物 520千円

工具器具備品 12,619千円

ソフトウェア 2,368千円

合計 65,349千円
 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 21,750千円

構築物 115千円

工具器具備品 15,232千円

合計 37,098千円

 

※４ 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

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(157,033千円)と

して計上いたしました。

用途 場所 種類 金額(千円)

店舗
東京都 
江東区他

建物 77,982

店舗
東京都 
江東区他

工具器具備品 8,918

店舗
東京都 
江東区他

リース資産 70,132

 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％で割り引いて算出し

ております。

 

※４ 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

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(195,689千円)とし

て計上いたしました。

用途 場所 種類 金額(千円)

店舗
東京都
足立区他

建物 112,104

店舗
東京都
足立区他

構築物 18,260

店舗
東京都
足立区他

工具器具備品 22,815

店舗
東京都
足立区他

リース資産 42,508

 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5.3％で割り引いて算出して

おります。

 

※５ 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長期未払金(固定負債「その

他」)に計上しております。

 

※５ 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
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自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 減少数は、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 

  

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 増加数は、取締役会の決議により取得したものであります。     200千株 

 減少数は、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 

  

  (株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)

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

当事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

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) 497 200 63 635
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  (リース取引関係)

前事業年度
（自 平成19年３月１日
 至 平成20年２月29日）

当事業年度
（自 平成20年３月１日
至 平成21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

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）

期末残高
相 当 額
（千円）

建    物 8,307 3,170 ─ 5,136

車両 運搬 具 13,190 5,629 ─ 7,560

工具器具備品 1,056,337 579,244 105,048 372,044

ソフトウェア 1,285 663 ─ 621

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

 

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 9,364 4,745 ─ 4,618

車両 運搬 具 12,090 7,058 ─ 5,032

工具器具備品 840,318 526,092 121,035 193,190

ソフトウェア 1,285 920 ─ 364

合    計 863,057 538,816 121,035 203,205

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額等

    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

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額等

    未経過リース料期末残高相当額

１年内 144,418千円

１年超 200,900千円

合 計 345,319千円

   

リース資産減損勘定期末残高 70,090千円

 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

 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 197,281千円

リース資産減損勘定の取崩額 44,926千円

減価償却費相当額 179,886千円

支払利息相当額 12,644千円

減損損失 39,370千円

 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

    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、各期への配分方法につ

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

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

    重要な会計方針「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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子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

子会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

(7) 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。 

  

(7) 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)

前事業年度（平成20年２月29日)

当事業年度（平成21年２月28日)

  (企業結合等関係)

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日)

当事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

  (税効果会計関係)

前事業年度 

(平成20年２月29日)

当事業年度 

(平成21年２月28日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

 未払不動産取得税 87,291千円

 投資有価証券運用損 8,987千円

 減損損失 73,704千円

 貸倒引当金 18,717千円

 繰延資産償却超過額 14,363千円

 未払事業税 4,417千円

 その他有価証券評価差額金 53,083千円

 賞与引当金 13,020千円

 株式報酬費用 3,796千円

 システム入替損失 4,219千円

 その他 7,230千円

繰延税金資産計 288,832千円
 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

未払不動産取得税 87,291千円

投資有価証券運用損 5,770千円

減損損失 123,422千円

繰延資産償却超過額 12,207千円

未払事業税 3,202千円

その他有価証券評価差額金 75,042千円

賞与引当金 41,503千円

貸倒引当金 36,295千円

その他 9,468千円

繰延税金資産計 394,203千円

評価性引当金 △33,772千円

繰延税金資産の純額 360,430千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.7％

（調整）

住民税均等割 6.5％

その他 1.5％

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

48.7％

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

税引前当期純損失を計上しているため、記載して

おりません。
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(注) １株当たり当期純利益又は当期純損失及び潜在株式調整後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。 

 
  

  

 
  

  (１株当たり情報)

前事業年度
（自 平成19年３月１日
 至 平成20年２月29日）

当事業年度
（自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日）

 
１株当たり純資産額 169円77銭 １株当たり純資産額 157円38銭

 
１株当たり当期純利益 9円81銭

 
１株当たり当期純損失 4円36銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 9円80銭
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１株当たり当期純利益又は当期純損失

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 243,358 △108,389

 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又は当期純損失 
 (△)(千円)

243,358 △108,389

 普通株式の期中平均株式数(株) 24,805,487 24,870,755

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 当期純利益調整額(千円) ─ ─

 普通株式増加数(株) 30,061 ─

 (うち新株予約権)(株) (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    311,000株

─────

  (重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

当事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

１．本社移転

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。

該当事項はありません。
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① 代表者の異動 

  該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 (平成21年５月27日付) 

 １．新任取締役候補 

   取締役      土 井  章 博 (現 開発部長) 

   取締役      金 倉  義 明 

 ２．退任予定取締役 

   顧問       加 藤   孝  (現 取締役経営企画室長) 

   退任       浅 野   寛  (現 取締役営業部長) 

   顧問       近 藤  賢八郎 (現 取締役) 

 ３．新任監査役候補 

   該当事項はありません。 

 ４．退任予定監査役 

   該当事項はありません。 

(注) 新任取締役候補者 金倉 義明氏は、会社法第２条第15号に規定する社外取締役であります。 

  

６ その他

(1) 役員の異動
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