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平成21年７月10日
 
各  位 

                                会社名  株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア 

                                代表者名 代表取締役社長  泉 澤  豊 

                                     (コード番号 ２６８７ 東証第一部) 

                                問合せ先 取締役ＣＩＯ   上 山  富 彦 

                                     (電話番号 ０４３－２９６－６６２１) 

 

（訂正・数値データ訂正あり）「平成22年２月期第１四半期 決算短信」の一部訂正について 

 

 平成21年６月30日に発表いたしました、「平成22年２月期第１四半期 決算短信」の記載内容について、

一部訂正すべき事項がありましたので、下記のとおり訂正いたします。 

 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】 

「平成22年２月期第１四半期決算短信」１ページ 

１. 平成22年２月期第１四半期の連結業績 (平成21年３月１日～平成21年５月31日) 

  (1) 連結経営成績 (累計) 

（訂正前）                                      (百万円未満切捨て) 
  (％表示は対前年同四半期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
22年２月期第１四半期 6,176 ─ 126 ─ 252 ─ 107 ─ 
21年２月期第１四半期 6,022 △1.5 171 △8.7 162 14.4 89 46.4 

 

（訂正後）                                      (百万円未満切捨て) 
  (％表示は対前年同四半期増減率)

 営業総収入 営業利益 経常利益 四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
22年２月期第１四半期 6,176 ─ 126 ─ 252 ─ 107 ─ 
21年２月期第１四半期 6,022 △1.5 171 △8.7 162 14.4 89 46.4 

 

 

 

 

 

 

―1― 
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３. 平成22年２月期の連結業績予想 (平成21年３月１日～平成22年２月28日) 

（訂正前）                                      (百万円未満切捨て) 

(％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) 

 売上高 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 ─ 490 ─ 530 ─ 300 ─ 12 15 

通   期 25,300 0.1 610 6.8 650 94.6 295 ─ 11 95 

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

 

（訂正後）                                      (百万円未満切捨て) 

(％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 ─ 490 ─ 530 ─ 300 ─ 12 15 

通   期 25,300 0.1 610 6.8 650 94.6 295 ─ 11 95 

(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 
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１. 連結経営成績に関する定性的情報 

  (3) その他事業の概況 

（訂正前） 

 （省略） 

 以上の施策の結果、当社グループの第１四半期連結累計期間における業績は、売上高が61億76百万円 (対前年同期比

2.6％増)、営業利益が１億26百万円 (対前年同期比26.0％減)、経常利益が２億52百万円 (対前年同期比54.8％増)、当第１

四半期純利益が１億７百万円 (対前年同期比19.6％増)となりました。 

 なお、対前年同期比は参考数値として記載しております。 

（訂正後） 

 （省略） 

 以上の施策の結果、当社グループの第１四半期連結累計期間における業績は、営業総収入が61億76百万円 (対前年同期比

2.6％増)、営業利益が１億26百万円 (対前年同期比26.0％減)、経常利益が２億52百万円 (対前年同期比54.8％増)、当第１

四半期純利益が１億７百万円 (対前年同期比19.6％増)となりました。 

 なお、対前年同期比は参考数値として記載しております。 
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(2)【四半期連結損益計算書】 

  【第１四半期連結累計期間】 

（訂正前） 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

売上高 6,176,841

売上原価 4,420,768

売上総利益 1,756,072

販売費及び一般管理費 1,629,251

営業利益 126,821

営業外収益 

 受取利息 5,701

 受取配当金 536

 有価証券運用益 106,938

 投資有価証券売却益 1,388

 不動産賃貸料 102,113

 その他 2,018

 営業外収益合計 218,697

営業外費用 

 支払利息 14,771

 為替差損 12,525

 不動産賃貸費用 63,078

 その他 3,062

 営業外費用合計 93,438

経常利益 252,080

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 1,800

 特別利益合計 1,800

特別損失 

 有形固定資産除却損 711

 店舗閉鎖損失 5,332

 減損損失 26,790

 リース解約損 3,424

 特別損失合計 36,258

税金等調整前四半期純利益 217,622

法人税、住民税及び事業税 107,260

過年度法人税等 2,893

法人税等合計 110,153

四半期純利益 107,468
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（訂正後） 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年５月31日) 

売上高 5,823,079

営業収入 

 加盟店からの収入 106,988

 その他の営業収入 246,773

 営業収入合計 353,762

営業総収入 6,176,841

売上原価 4,420,768

営業総利益 1,756,072

販売費及び一般管理費 1,629,251

営業利益 126,821

営業外収益 

 受取利息 5,701

 受取配当金 536

 有価証券運用益 106,938

 投資有価証券売却益 1,388

 不動産賃貸料 102,113

 その他 2,018

 営業外収益合計 218,697

営業外費用 

 支払利息 14,771

 為替差損 12,525

 不動産賃貸費用 63,078

 その他 3,062

 営業外費用合計 93,438

経常利益 252,080

特別利益 

 貸倒引当金戻入額 1,800

 特別利益合計 1,800

特別損失 

 固定資産除却損 711

 店舗閉鎖損失 5,332

 減損損失 26,790

 リース解約損 3,424

 特別損失合計 36,258

税金等調整前四半期純利益 217,622

法人税等 110,153

四半期純利益 107,468

 

 

 

 

 

                                以   上 


	（訂正後）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(百万円未満切捨て)

