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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年2月期 26,322 4.2 416 △27.1 610 82.6 235 ―
21年2月期 25,271 4.1 571 △8.3 334 △25.1 △78 ―

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 ％ ％ ％

22年2月期 9.54 ― 6.1 5.3 1.6
21年2月期 △3.15 ― △2.0 3.1 2.3

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  ―百万円 21年2月期  ―百万円

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

22年2月期 12,740 4,105 31.2 160.92
21年2月期 10,487 3,818 36.4 154.68

（参考） 自己資本   22年2月期  3,972百万円 21年2月期  3,818百万円

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

22年2月期 860 △1,104 992 2,227
21年2月期 669 △686 △310 1,479

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年2月期 ― 3.50 ― 2.00 5.50 136 ― 3.4
22年2月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00 98 41.9 2.5
23年2月期 

（予想） ― 2.00 ― 2.00 4.00 49.9

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％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

15,160 20.2 201 △38.3 212 △59.7 85 △64.4 3.44

通期 29,529 12.2 386 △7.2 383 △37.2 192 △18.3 7.78
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4.  その他 
(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）  有  

(注) 詳細は、11ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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） 

(注) 詳細は、29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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(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、39ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 株式会社アスク ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 25,320,000株 21年2月期 25,320,000株
② 期末自己株式数 22年2月期  636,398株 21年2月期  635,400株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

22年2月期 23,421 △5.3 368 △34.8 562 94.5 231 ―
21年2月期 24,742 5.7 564 △11.8 289 △38.2 △108 ―

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

22年2月期 9.37 ―
21年2月期 △4.36 ―

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

22年2月期 11,950 4,034 33.8 163.45
21年2月期 10,497 3,884 37.0 157.38

（参考） 自己資本 22年2月期  4,034百万円 21年2月期  3,884百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％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）

※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。 

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

11,725 △4.6 168 △44.1 155 △69.1 66 △71.4 2.67

通期 22,756 △2.8 279 △24.2 229 △59.2 115 △50.2 4.66
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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経済は、一昨年からの世界的な金融危機が深刻化したことによる国内

景気の悪化が続いておりました。一部では海外経済の改善による影響や国内緊急経済対策の効果により

下落傾向に持ち直しが見られたものの、依然として国内需要が低迷していることによるデフレ基調が継

続しております。また、企業をとりまく経営環境は依然として厳しく、企業の採用意欲も低迷してお

り、雇用情勢や所得環境の悪化が進み、景気回復期待感を持たせながらも依然厳しい状況で推移いたし

ました。 

② コンビニエンス・ストア事業の概況 

 コンビニエンス・ストア業界におきましては、この長引く景気の低迷により消費者の生活防衛意識が

高まったことにより、節約志向や低価格商品志向がさらに強まりました。この消費動向に対して、さま

ざまな販促活動の実施や商品の廉価販売を継続して実施しておりますが目立った改善は見られず、厳し

い状況となっております。さらに、 盛期の夏場は天候不順ということもあり夏物商材の販売が低迷し

たほか、タスポ効果が一巡したことなどで、既存店売上高の対前年比割れが続くという厳しい経営環境

が続きました。また、業界全体ではコンビニ店舗の飽和状態が続いており、他業種との業務提携などが

進んでおりますが、業績改善に結びつく効果が発揮されるまでには至っておりません。 

 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、「量(店舗数)

よりも質(１店舗の売上高)を重視し、直営店を主体とした店舗運営を行う」という方針のもと東京都・

千葉県を中心に店舗を展開してまいりました。この厳しい経営環境に対し、当社オリジナルのＰＢ商品

であるお弁当や惣菜、生鮮品などの導入を進めたほか、当社独自の取り組みである「クリーニングサー

ビス」、「数字選択式宝くじ」及び「宝くじ」の販売など、お客様のニーズに合った商品の導入や他店

舗との差別化となるサービスの提供を継続して行ってまいりました。そして、直営店方式という機動力

や柔軟性を店舗運営に生かすことで、店舗の質の向上を目指してまいりました。社員の徹底した意識改

革を行うことで店舗オペレーションの向上を行い、さらにパート人時数の見直しやその他経費の削減な

どに取り組むことで店舗の利益率を改善させ、店舗の質の向上に取組んでまいりました。 

 このような環境のもと、収益性を重視した店舗運営を進め、不採算店を５店舗閉店した結果、当連結

会計年度末現在における当社店舗数は130店舗となっております。なお、この厳しい経営環境におい

て、収益性を高めていくことが当社の基幹事業であるコンビニエンス・ストア事業の重要課題として認

識しており、経費の見直し及び削減を継続して行ってまいります。 

 当社グループのコンビニエンス・ストア事業における業績は、加盟店を含む全店売上高266億66百万

円（対前年同期比7.2％減）、既存店平均日販561千円（対前年同期比6.3％減）、既存店平均客数1,002

人（対前年同期比3.7％減）、既存店客単価560円（対前年同期比2.5％減）となりました。 

③ マンションフロントサービス事業の概況 

 昨年10月に株式会社アスクの株式を追加取得し連結子会社化いたしました。株式会社アスクは、マン

ション向けフロントサービス事業において長年の営業実績があり、充実したサービス内容や業務知識を

有し、多くの不動産会社やマンション管理会社などを顧客に持つ、マーケットシェアトップ企業であり

ます。その中心事業であるマンションフロントサービス事業におきましては、全国のマンションフロン

トを中心に、きめ細かいサービスにより人のあたたかさを提供することを通して、トータルに住民の皆

様のサポートを行い、地域やニーズに応じた多様なフロントサービスを提供してまいりました。マンシ

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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ョン向けカーシェアリングシステム「カテラ」におきましては、環境に配慮した電気自動車の導入を行

い、様々なＥＣＯ視点の居住者サービスを提供しており、昨今の環境意識の高まりとともに、今後に期

待される事業であります。また、株式会社アスクにおきましては、当社連結子会社の主力業務を含めた

幅広い分野での業務提携を進めており、利益率の改善など様々なシナジーの発揮をしております。 

④ クリーニング事業の概況 

 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、「お客様が何時でも、必要なときに必

要なことがサービスとして受けられるように、お客様の生活により密着した、地域社会に貢献できる事

業を展開する」という事業方針のもと、新たなサービスの提供に取り組んでまいりました。その基幹で

あるクリーニング事業におきましては、マンションでのクリーニングフロント受付サービスなどで新規

取引先の拡大が進み、当連結会計年度末現在で全国約250物件にて展開しております。また、お片づ

け・お掃除サービスにおきましては、固定客の拡大を進めて収益性の向上に繋げてまいりました。 

⑤ その他事業の概況 

 その他事業におきましては、「日常生活の便利さを提供できる会社になりたい」という企業理念のも

と、従来のコンビニエンス・ストア事業とは切り離した新しい各種サービスの提供に努め、更なる便利

さの提供を目指しております。 

新しい取り組みの一つといたしまして、昨年の11月に千葉県市川市のＪＲ京葉線市川塩浜駅に隣接して

ビジネスホテル「ＣＶＳ・ＢＡＹ ＨＯＴＥＬ」を開業いたしました。当ホテルは、ビジネスやレジャ

ーにも適した立地にあり、また様々な宿泊タイプ・プランを取り揃えサービスを充実させております。

当連結会計年度におきましては、開業経費を計上しておりますので、利益を計上するまでには至ってお

りませんが、予約状況や稼動稼働率も順調に推移しているため、今後に期待できる見込みであります。

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263億22百万円（対

前年同期比4.2％増）、営業利益が４億16百万円（対前年同期比27.1％減）、経常利益が6億10百万円

（前年同期比82.6％増）、当期純利益が２億35百万円となりました。 

なお、対前年同期比は参考数値として記載しております。 

⑥ 次期の見通し 

 コンビニエンス・ストア事業におきましては、昨今の長引く景気の低迷により、引続き消費者の生活

防衛意識による節約志向や低価格志向が続く見通しであります。また、業界全体ではコンビニ店舗の飽

和状態が続いていることに加え、他業態との競争も激化しており、次期においても厳しい経営環境が続

くものと考えております。 

 当社店舗におきましても同様の状況下にありますが、お客様のニーズに合った当社オリジナルのＰＢ

商品の導入や、「クリーニングサービス」や「数字選択式宝くじ」及び「宝くじ」の販売など、当社独

自のサービスに力を注ぐことや、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、

この状況を乗り越えてまいります。 

 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、更に良いサービスを

提供す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、次期（平成23年２月期）の業績見通しにつきましては、連結営業総収入295億29

百万円、連結営業利益３億86百万円、連結経常利益３億83百万円、連結当期純利益１億92百万円を見込

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て22億53百万円(21.5％)増加し、127

億40百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金が７億47百万円、売掛金が４億39百万円増加

したことなどにより流動資産が12億80百万円増加いたしました。また、投資有価証券が１億20百万円、

長期貸付金が7億51百万円それぞれ減少したことや、建物が５億30百万円、土地が11億23百万円、のれ

んが４億57百万円それぞれ増加したことなどにより固定資産が９億73百万円増加したことが主な内訳で

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て19億65百万円(29.5％)増加し、86

億34百万円となりました。その主な内訳は、買掛金が２億38百万円、未払費用が３億68百万円、未払法

人税等が１億86百万円それぞれ増加したことなどにより流動負債が８億92百万円増加いたしました。ま

た、長期借入金が10億67百万円増加したことになどにより、固定負債が10億73百万円増加したことが負

債総額増加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て２億87百万円(7.5％)増加し、41億

５百万円となりました。その主な内訳は、当期純利益２億35百万円を計上したほか、少数株主持分を１

億33百万円計上したことなどによります。 

  

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末と比べ、７億47百万円増加

し、22億27百万円となりました。 

 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) 

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ、１億90百万

円増加し、８億60百万円となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前会計期間純利益が４億54百万円であり、預り金の増減額が94百万円で

あります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ、４億18百万

円減少し、11億４百万円の支出超過となりました。収入の主な内訳は、有価証券の売却額が１億68百万

円であり、支出の主な内訳は、固定資産の取得額が９億48百万円や、連結範囲の変更を伴う子会社株式

の取得額が２億93百万円であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度と比べ、９億92百万

円の収入超過となりました。収入の主な内訳は、長期借入金の借入額が16億円であり、支出の主な内訳

は、長期借入金の約定返済による支出額が３億42百万円や、配当金の支払額が92百万円であります。 

  

(2) 財政状態に関する分析

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア　(2687)　平成22年２月期　決算短信 

5



(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
(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。 

  

  

平成19年２月期 平成20年２月期 平成21年２月期 平成22年２月期

自己資本比率(％) 36.3 37.3 36.4 31.2

時価ベースの自己資本比率(％) 52.3 35.3 28.2 23.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 3.2 4.1 4.3 4.6

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 19.1 11.0 10.8 15.4
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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２円00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。 

  

(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、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。 

  

⑦ 連結子会社「株式会社アスク」について 

当社は、平成21年10月１日にて「株式会社アスク」（以下、同社という）の株式を58.3％を取得

し、子会社化しました。 

 同社は、マンションにおいて、フロントサービスを軸に、様々な事業を展開しております。 

Ｗｅｂソリューション事業として、マンション専用ホームページによる24時間対応での情報、セキ

ュリティ取次サービスの提供、ＩＴ住宅サービスの企画運営として、システムインテグレータとの

連携により、マンション内のＩＴソリューションの提供、共同施設支援サービス及びイベントの企

画運営として、居住者専用のミニショップ、カフェラウンジ、託児所等、ビル・マンション管理、

ファシリティ事業として、ビル・マンションの管理業務、セキュリティ管理業務、お部屋や共有部

の清掃業務などの代行業務、環境保全への取組として、マンション専用カーシェアリングを推進し

ております。 

 当社は、同社を子会社化することにより、これらの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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該当事項はありません。 

(5) 継続事業の前提に関する重要事象等
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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２社で構成され、コンビニエ

ンス・ストア事業、マンションフロントサービス事業、クリーニング事業、その他事業を営んでおりま

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)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。 

（マンションフロントサービス事業） 

〔子会社〕（株式会社アスク） 

 株式会社アスクは、マンション向けフロントサービス事業を営んでおります。  

（クリーニング事業） 

〔子会社〕（株式会社エフ．エイ．二四） 

株式会社エフ．エイ．二四は、クリーニング事業を営んでおります。 

（その他事業） 

 その他事業におきましては、当社の企業理念である「便利さの提供」のもと、コンビニエンス・スト

ア事業とは切り離した新しい各種サービスの提供に努め、更なる便利さの提供を目指しております。 

    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、当平成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

しました。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、引続き不備な部分の構築及

び修正を進めてまいります。 

  

当社グループは、当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】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,479,612 2,227,603

加盟店貸勘定 ※1 20,702 ※1 5,534

売掛金 36,928 475,995

有価証券 ※2 366,874 435,591

商品 393,372 469,392

前払費用 106,753 107,845

繰延税金資産 159,020 179,558

預け金 24,000 15,100

未収入金 73,012 26,296

未収還付法人税等 10,755 －

その他 26,912 36,130

貸倒引当金 △5,200 △6,256

流動資産合計 2,692,746 3,972,792

固定資産

有形固定資産

建物 ※2, ※6 1,702,499 ※2 2,314,087

減価償却累計額 △820,692 △901,378

建物（純額） 881,806 1,412,709

構築物 120,907 134,860

減価償却累計額 △94,091 △100,638

構築物（純額） 26,816 34,222

車両運搬具 8,215 16,329

減価償却累計額 △7,961 △14,338

車両運搬具（純額） 253 1,990

工具、器具及び備品 406,020 481,208

減価償却累計額 △250,701 △338,841

工具、器具及び備品（純額） 155,319 142,366

土地 ※2, ※6 683,002 ※2 1,806,602

リース資産 185,897 260,350

減価償却累計額 △10,808 △74,543

リース資産（純額） 175,088 185,807

建設仮勘定 257,184 －

有形固定資産合計 2,179,470 3,583,698

無形固定資産

のれん 23,494 481,472

ソフトウエア 12,719 46,499

電話加入権 17,569 21,868

その他 152 8,468

無形固定資産合計 53,936 558,309
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

投資その他の資産

投資有価証券 577,388 456,421

長期貸付金 752,111 1,071

長期前払費用 31,639 22,396

繰延税金資産 201,409 201,711

敷金及び保証金 1,223,609 1,162,592

投資不動産 ※2, ※4, ※6 2,760,531 ※2, ※4 2,754,314

その他 17,504 33,391

貸倒引当金 △3,300 △6,428

投資その他の資産合計 5,560,894 4,625,472

固定資産合計 7,794,301 8,767,480

資産合計 10,487,047 12,740,273

負債の部

流動負債

買掛金 945,881 1,353,048

加盟店買掛金 ※3 168,897 －

加盟店借勘定 ※1 42,439 ※1 40,041

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※2 199,996 ※2 389,992

リース債務 41,756 70,324

未払金 586,920 359,462

未払費用 282,884 650,908

未払法人税等 26,936 213,348

未払消費税等 15,126 67,391

預り金 947,722 1,104,818

前受収益 6,200 39,928

賞与引当金 102,000 72,003

その他 31,777 29,387

流動負債合計 3,498,538 4,390,654

固定負債

長期借入金 ※2 2,575,017 ※2 3,642,526

リース債務 147,078 170,723

退職給付引当金 － 7,602

負ののれん 5,551 3,606

長期預り保証金 404,270 387,922

その他 38,447 31,411

固定負債合計 3,170,364 4,243,791

負債合計 6,668,903 8,634,446
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,200,000 1,200,000

資本剰余金 164,064 164,064

利益剰余金 2,687,864 2,824,687

自己株式 △124,003 △124,144

株主資本合計 3,927,925 4,064,607

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △109,781 △92,556

評価・換算差額等合計 △109,781 △92,556

少数株主持分 － 133,774

純資産合計 3,818,144 4,105,826

負債純資産合計 10,487,047 12,740,273

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア　(2687)　平成22年２月期　決算短信 

16



(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 ※1 24,502,648 ※1 22,670,131

営業収入

加盟店からの収入 479,836 392,298

その他の営業収入 288,526 3,260,504

営業収入合計 768,363 3,652,803

営業総収入合計 25,271,012 26,322,934

売上原価

商品期首たな卸高 427,330 463,316

当期商品仕入高 17,976,587 19,085,778

営業譲受に伴う商品受入高 3,186 4,248

合計 18,407,104 19,553,343

商品期末たな卸高 391,001 469,392

商品売上原価 ※1 18,016,102 ※1 19,083,951

その他の原価 19,222 19,114

売上原価合計 18,035,324 19,103,066

売上総利益 ※1 6,486,546 ※1 3,586,179

営業総利益 7,235,687 7,219,867

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 3,086,900 3,116,922

賞与引当金繰入額 102,000 72,003

退職給付費用 － 7,709

貸倒引当金繰入額 5,200 －

業務委託費 10,551 11,291

福利厚生費 171,684 206,228

ライセンスフィー 490,671 485,394

水道光熱費 332,022 310,827

賃借料 1,332,764 1,280,157

減価償却費 185,513 275,835

貸倒損失 10,567 －

その他 936,430 1,037,466

販売費及び一般管理費合計 6,664,307 6,803,835

営業利益 571,379 416,032
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(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

営業外収益

受取利息 23,253 6,892

有価証券利息 2,354 －

受取配当金 11,268 10,450

有価証券運用益 62,015 156,336

販売促進収入 4,244 1,858

投資有価証券売却益 － 1,388

不動産賃貸料 393,087 401,031

その他 45,647 15,220

営業外収益合計 541,870 593,177

営業外費用

支払利息 61,897 63,219

為替差損 － 12,525

有価証券運用損 416,975 －

投資有価証券運用損 23,325 9,669

不動産賃貸費用 269,880 307,471

貸倒引当金繰入額 3,300 －

貸倒損失 2,820 －

その他 389 5,827

営業外費用合計 778,588 398,714

経常利益 334,661 610,495

特別利益

受取和解金 20,000 3,000

新株予約権戻入益 9,330 －

過年度固定資産税還付金 19,354 －

違約金収入 6,666 10,955

貸倒引当金戻入額 － 1,466

特別利益合計 55,350 15,421
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(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年３月１日
 至 平成22年２月28日)

特別損失

固定資産除却損 ※2 37,098 ※2 1,093

投資有価証券評価損 118,656 135

店舗閉鎖損失 25,062 36,839

減損損失 ※3 223,346 ※3 129,722

リース解約損 9,509 3,424

システム入替損失 ※4 3,565 －

本社移転費用 13,937 －

訴訟和解金 14,000 －

特別損失合計 445,176 171,216

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△55,163 454,701

法人税、住民税及び事業税 91,180 242,520

法人税等調整額 △67,950 △31,957

法人税等合計 23,229 210,563

少数株主利益 － 8,577

当期純利益又は当期純損失（△） △78,393 235,560
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,200,000 1,200,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,200,000 1,200,000

資本剰余金

前期末残高 164,064 164,064

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 164,064 164,064

利益剰余金

前期末残高 2,945,852 2,687,864

当期変動額

剰余金の配当 △173,977 △98,737

当期純利益又は当期純損失（△） △78,393 235,560

自己株式の処分 △5,617 －

当期変動額合計 △257,987 136,823

当期末残高 2,687,864 2,824,687

自己株式

前期末残高 △115,523 △124,003

当期変動額

自己株式の取得 △23,106 △164

自己株式の処分 14,626 23

当期変動額合計 △8,480 △141

当期末残高 △124,003 △124,144

株主資本合計

前期末残高 4,194,394 3,927,925

当期変動額

剰余金の配当 △173,977 △98,737

当期純利益又は当期純損失（△） △78,393 235,560

自己株式の取得 △23,106 △164

自己株式の処分 9,009 23

当期変動額合計 △266,468 136,681

当期末残高 3,927,925 4,064,607
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(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △77,015 △109,781

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△32,765 17,225

当期変動額合計 △32,765 17,225

当期末残高 △109,781 △92,556

評価・換算差額等合計

前期末残高 △77,015 △109,781

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△32,765 17,225

当期変動額合計 △32,765 17,225

当期末残高 △109,781 △92,556

新株予約権

前期末残高 9,330 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,330 －

当期変動額合計 △9,330 －

当期末残高 － －

少数株主持分

前期末残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 133,774

当期変動額合計 － 133,774

当期末残高 － 133,774

純資産合計

前期末残高 4,126,708 3,818,144

当期変動額

剰余金の配当 △173,977 △98,737

当期純利益又は当期純損失（△） △78,393 235,560

自己株式の取得 △23,106 △164

自己株式の処分 9,009 23

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42,095 151,000

当期変動額合計 △308,563 287,682

当期末残高 3,818,144 4,105,826
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失（△）

△55,163 454,701

減価償却費 185,513 275,835

減損損失 223,346 129,722

引当金の増減額（△は減少） 74,200 △30,545

受取利息、有価証券利息及び受取配当金 △36,876 △17,342

支払利息 61,897 63,219

固定資産除却損 37,098 1,093

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,388

投資有価証券評価損益（△は益） 118,656 －

投資有価証券運用損益(△は益) 23,325 9,669

有価証券運用損益（△は益） 354,959 △156,336

投資不動産収入 △393,087 △401,031

投資不動産管理費 269,880 307,471

オープンアカウントの増減額 △135 12,770

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,514 7,049

仕入債務の増減額（△は減少） △123,681 51,441

未払金の増減額（△は減少） 76,488 △179,832

預り金の増減額（△は減少） △293,781 94,862

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,461 6,352

未収入金の増減額（△は増加） △12,159 49,256

その他 16,539 202,050

小計 569,998 879,020

利息及び配当金の受取額 35,524 17,296

投資不動産収入額 393,087 385,931

投資不動産管理費支払額 △237,319 △272,179

利息の支払額 △61,839 △61,840

法人税等の支払額 △102,594 △88,174

法人税等の還付額 72,840 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 669,697 860,054
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(単位：千円)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △47,283 △12,000

定期預金の払戻による収入 128,619 －

有形固定資産の取得による支出 △540,157 △948,105

有価証券の取得による支出 △88,754 △102,030

有価証券の売却による収入 38,743 168,553

投資有価証券の取得による支出 △154,947 －

投資有価証券の売却による収入 － 33,746

投資有価証券の分配による収入 3,793 86,699

投資不動産の取得による支出 △41,462 △34,607

敷金及び保証金の差入による支出 △96,097 △47,912

敷金及び保証金の回収による収入 49,629 27,856

預り保証金の受入による収入 53,746 6,070

預り保証金の返還による支出 △15,595 △18,883

営業譲受による支出 △12,102 △846

貸付けによる支出 △4,400 △380

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △293,376

その他 39,803 30,310

投資活動によるキャッシュ・フロー △686,465 △1,104,906

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 △100,000

長期借入れによる収入 － 1,600,000

長期借入金の返済による支出 △209,996 △342,495

自己株式の取得による支出 △23,252 △164

自己株式の処分による収入 9,009 23

配当金の支払額 △173,782 △92,196

リース債務の返済による支出 △12,003 △68,894

リース解約による支出 － △3,424

財務活動によるキャッシュ・フロー △310,024 992,847

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △326,792 747,991

現金及び現金同等物の期首残高 1,806,405 1,479,612

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,479,612 ※1 2,227,603
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 該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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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】

項目
前連結会計年度

(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
(自 平成21年３月１日
至 平成22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 

 ２社 

連結子会社の名称 

 株式会社エフ．エイ．二四 

 株式会社アスク

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)

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

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。

 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(収益性の

低下による簿価切下げの方法)

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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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(リー

ス資産を除く)

  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(リー

ス資産を除く)

  同左

② 無形固定資産(リース資産を除く)

 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(リース資産を除く)

 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

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

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。

なお、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

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。

なお、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。
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項目
前連結会計年度

(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
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

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

 
③退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

期末における退職給付債務の見込額

(簡便法により自己都合要支給額の

100％)を計上しております。

(4) 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

(5) 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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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。

 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～10年間であり

ます。

  

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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(7)【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】

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)

会計処理基準に関する事項の変更

１．連結の範囲に関する事項の変更

 連結の範囲の変更

 当連結会計年度より、新たに株式を取得した株式会社アスクを連結の範囲に含めております。

２．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号)を適用しております。これに伴い、商品の評価基準につきましては売価還元法による原価法から売価還

元法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

【追加情報】

前連結会計年度 
(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 
(自 平成21年３月１日 
  至 平成22年２月28日)

 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。

        ───────

         ───────
 当社には、従来、退職一時金制度は存在せず、代わりに

賞与支給時に一定額を加算して支給しておりましたが、当

連結会計年度中に退職一時金規程を新設し、退職一時金制

度を導入しました。 

 この制度導入により、従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付債務の見込額(簡便法

により自己都合要支給額の100%)に基づき、退職給付引当

金を計上しております。 

 この結果、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利

益がそれぞれ7,709千円減少しております。
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(8)【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21年２月28日)

当連結会計年度 
(平成22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

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年内返済予定の長期借入金 99,996千円

長期借入金 2,575,017千円

合計 2,675,013千円

 

※２ 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 771,281千円

土地 154,387千円

投資不動産 2,754,314千円

   ｂ 上記に対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 169,992千円

長期借入金 3,087,526千円

合計 3,257,518千円

 

(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

───────
 

 

※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。

 

           ───────

 

 

※４ 投資不動産の減価償却費累計額

98,339千円

 
 

※４ 投資不動産の減価償却費累計額

138,515千円

 

 

 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

 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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物附属設備 382千円

工具器具備品 710千円

合計 1,093千円

 

※３ 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。

 

※３ 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(129,722千円)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
千葉県
浦安市他

建物 22,702

店舗
千葉県
浦安市他

建設付属設備 21,058

店舗
千葉県
浦安市他

構築物 43

店舗
千葉県
浦安市他

工具器具備品 17,882

店舗
千葉県
浦安市他

のれん 11,721

店舗
千葉県
浦安市他

リース資産 56,313

   

   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6.19％で割り引いて算定しておりま

す。

  

  

※４ 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)として計上いたしました。

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 

 
  

(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) 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

─ ― ─

― ─

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
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当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22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。       １千株 

  

  

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) 635 1 0 636

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

─ ― ─

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21年４月10日 
取締役会

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

平成21年10月８日 
取締役会

普通株式 49,368千円 2.00円 平成21年８月31日 平成21年11月16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22年４月８日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 49,367千円 2.00円 平成22年２月28日 平成22年５月10日
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(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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

※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 1,479,612千円

現金及び現金同等物 1,479,612千円

※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 2,227,603千円

現金及び現金同等物 2,227,603千円

           ───────   ２ 重要な非資金取引の内容 

 当連結会計年度に増加した土地及び建物のうち、

750,000千円は長期貸付金との相殺によって取得した

ものであります。
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前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

    事業区分の方法は、グループ会社の事業内容を基準として区分しております。 

  ２ 各事業内容の主な内容 

   コンビニエンス・ストア事業・・・・・サンクスの名称による直営方式及びフランチャイズ方式によ  

                     るコンビニエンス・ストア事業 

   マンションフロントサービス事業・・・マンション向けフロント(コンシェルジュ)サービス 

   クリーニング事業・・・・・・・・・・クリーニングサービス 

    その他事業・・・・・・・・・・・・・不動産賃貸事業、ビジネスホテル事業、 ネットカフェ事業 等 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

コンビニ 
エンス・ 
ストア事業

マンション
フロント 
サービス 
事業

クリーニン
グ事業

その他事業 計
消去又は 
全社

連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

Ⅰ 営業総収入及び
 営業損益

 営業総収入

(1)外部顧客に対する 
   営業総収入

23,255,084 2,257,350 643,998 166,501 26,322,934 ― 26,322,934

(2)セグメント間の内部 
  営業総収入又は振替高

― 18,726 18,285 ― 37,011 (37,011) ―

計 23,255,084 2,276,076 662,283 166,501 26,359,946 (37,011) 26,322,934

営業費用 22,506,494 2,233,718 640,789 263,685 25,644,687 299,225 25,943,913

営業利益又は      
営業損失(△)

748,589 42,358 21,493 △ 97,183 715,258 (299,225) 416,032

Ⅱ 資産、減価償却費及び
 資本的支出

 資産 5,051,167 1,381,187 195,261 731,721 7,359,337 5,380,935 12,740,273

 減価償却費 226,654 6,433 1,550 27,277 261,915 55,377 317,292

 資本的支出 44,186 ― 129 476,738 521,054 1,167,022 1,688,076
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前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22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。 

  

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等に関する注記事項については、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、開示を省略しております。 

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(開示の省略)
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該当事項はありません。 

  

（パーチェス法適用) 

 当社は、平成21年８月10日開催の取締役会において、株式会社アスクの株式を取得することを決

議し、平成21年９月１日に同社株式の33.4%を取得いたしました。 

 また、平成21年10月１日に同社の株式の24.9%を追加取得することを取締役会において決議し、

同日付で株式を取得いたしました。 

 その結果、株式会社アスクは当社の連結子会社となりました。 

(1)被取得企業の名称：株式会社アスク 

(2)事業の内容 

 １.マンションフロント（コンシェルジュ）サービス 

 ２.マンションコミュニケーション（インターネット）サービス 

 ３.ビルメンテナンス及びファシリティサービス 

(3)企業の結合を行った主な理由 

当社は「便利さの提供」を企業理念とし、コンビニ店舗内において「クリーニング取次ぎサ

ービス」を行うなど、便利さを追求したコンビニエンス・ストア店舗の運営を行っておりま

す。また子会社（株式会社エフ.エイ.二四）を通じ、平成16年４月よりマンションフロントで

の「クリーニング取次ぎサービス」を開始し、現在200物件以上で同サービスの提供を行って

いるほか、お掃除サービスなども手掛けております。 

 株式会社アスクは、マンション向けフロントサービス事業で長年の営業実績があり、充実し

たサービス内容や業務知識を有し、多くの不動産会社やマンション管理会社などを顧客に持

つ、マーケットシェアトップ企業であります。 

 このたび、ノウハウの共有や人材交流などを通じた事業基盤の強化を図ることを目的とし、

株式会社アスクの株式を取得いたしました。 

(4)企業結合日：平成21年10月１日 

(5)企業結合の法的形式：株式取得 

(6)取得した議決権比率：58.3％ 

(7)連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間 

   平成21年10月１日から平成22年２月28日まで 

(8)被取得企業の取得原価及びその内容 

取得の対価 

(内訳) 

       株式取得の対価（現金）649,950千円 

       取得に直接要した費用  20,000千円 

                計 669,950千円 

(9)発生したのれんの金額、発生原因、償却の方法及び償却期間 

①のれんの金額   494,856千円 

②発生原因   

企業結合時の時価純資産が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識しており

ます。 

(企業結合等関係)

前連結会計年度(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(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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③償却方法及び償却期間     10年間で均等償却 

④のれんの金額は、暫定的に算定された金額であります。 

(10)企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益

計算書に及ぼす影響額の概算額 

 
なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

  

売上高 2,089,606千円

経常利益 △12,217千円

当期純利益 △13,562千円
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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。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(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
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１株当たり純資産額 154円68銭 １株当たり純資産額 160円92銭

１株当たり当期純損失 3円15銭 １株当たり当期純利益 9円54銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜
在株式は存在しますが１株当たり当期純損失であるため
記載しておりません。

潜在株式が存在せず、また希薄化効果を有する潜在株
式が存在しないため該当ありません。

前連結会計年度
(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
(自 平成21年３月１日
至 平成22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) △78,393 235,560

 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)

△78,393 235,560

 普通株式の期中平均株式数(株) 24,870,755 24,684,183

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) ─ ―

 (うち新株予約権)(株) ─ ―

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

───── ─────

(重要な後発事象)

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア　(2687)　平成22年２月期　決算短信 

39



5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,417,009 1,738,396

加盟店貸勘定 ※1 20,702 ※1 5,534

有価証券 ※2 366,874 435,591

商品 390,171 397,158

前払費用 105,490 101,767

繰延税金資産 159,020 179,558

預け金 24,000 15,100

未収入金 69,040 26,961

未収還付法人税等 10,755 －

その他 25,431 63,941

貸倒引当金 △2,900 △900

流動資産合計 2,585,597 2,963,111

固定資産

有形固定資産

建物 ※2, ※6 1,687,677 ※2 2,292,716

減価償却累計額 △809,992 △887,203

建物（純額） 877,684 1,405,513

構築物 120,907 134,860

減価償却累計額 △94,091 △100,638

構築物（純額） 26,816 34,222

車両運搬具 8,215 8,215

減価償却累計額 △7,961 △8,043

車両運搬具（純額） 253 171

工具、器具及び備品 368,511 421,049

減価償却累計額 △216,464 △292,544

工具、器具及び備品（純額） 152,047 128,505

土地 ※2, ※6 683,002 ※2 1,806,602

リース資産 185,897 260,350

減価償却累計額 △10,808 △74,543

リース資産（純額） 175,088 185,807

建設仮勘定 257,184 －

有形固定資産合計 2,172,075 3,560,821

無形固定資産

のれん 89,692 61,397

ソフトウエア 12,719 8,644

電話加入権 17,365 17,607

その他 152 8,468

無形固定資産合計 119,929 96,117
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

投資その他の資産

投資有価証券 577,388 453,623

関係会社株式 － 669,950

長期貸付金 752,111 1,071

関係会社長期貸付金 154,000 117,000

長期前払費用 30,962 21,803

繰延税金資産 201,409 201,246

敷金及び保証金 1,212,738 1,131,166

投資不動産 ※2, ※4, ※6 2,760,531 ※2, ※4 2,754,314

その他 17,504 30,163

貸倒引当金 △86,300 △62,200

投資その他の資産合計 5,620,347 5,318,140

固定資産合計 7,912,353 8,975,078

資産合計 10,497,950 11,938,190

負債の部

流動負債

買掛金 891,614 1,129,188

加盟店買掛金 ※3 168,897 －

加盟店借勘定 ※1 42,439 ※1 40,041

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 ※2 199,996 ※2 389,992

リース債務 41,756 70,324

未払金 585,370 360,022

未払費用 282,884 309,087

未払法人税等 26,747 194,256

未払消費税等 15,126 16,569

預り金 947,688 1,040,728

前受収益 6,333 8,394

賞与引当金 102,000 72,003

その他 31,777 29,159

流動負債合計 3,442,630 3,659,766

固定負債

長期借入金 ※2 2,575,017 ※2 3,642,526

リース債務 147,078 170,723

負ののれん 5,551 3,606

長期預り保証金 404,270 387,922

退職給付引当金 － 7,602

その他 38,447 31,411

固定負債合計 3,170,364 4,243,791

負債合計 6,612,994 7,903,558
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,200,000 1,200,000

資本剰余金

資本準備金 164,064 164,064

資本剰余金合計 164,064 164,064

利益剰余金

利益準備金 134,266 135,935

その他利益剰余金

別途積立金 2,831,000 2,500,000

繰越利益剰余金 △210,590 251,275

利益剰余金合計 2,754,675 2,887,210

自己株式 △124,003 △124,144

株主資本合計 3,994,737 4,127,131

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △109,781 △92,498

評価・換算差額等合計 △109,781 △92,498

純資産合計 3,884,955 4,034,632

負債純資産合計 10,497,950 11,938,190
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 ※1 23,973,703 ※1 22,670,131

営業収入

加盟店からの収入 479,836 392,298

その他の営業収入 288,526 359,156

営業収入合計 768,363 751,455

営業総収入合計 24,742,066 23,421,586

売上原価

商品期首たな卸高 426,498 390,171

当期商品仕入高 17,558,275 16,714,270

営業譲受に伴う商品受入高 3,186 4,248

合計 17,987,959 17,108,690

商品期末たな卸高 390,171 397,158

商品売上原価 ※1 17,597,788 ※1 16,711,531

その他の原価 19,222 19,114

売上原価合計 17,617,010 16,730,646

売上総利益 ※1 6,375,915 ※1 5,958,599

営業総利益 7,125,056 6,690,939

販売費及び一般管理費

役員報酬及び給料手当 3,047,752 2,852,435

賞与引当金繰入額 102,000 72,003

退職給付費用 － 7,709

貸倒引当金繰入額 2,900 －

業務委託費 9,978 10,253

福利厚生費 168,150 171,178

ライセンスフィー 490,671 485,394

水道光熱費 329,278 307,462

賃借料 1,316,012 1,252,348

減価償却費 175,986 266,086

貸倒損失 10,550 －

その他 907,514 897,566

販売費及び一般管理費合計 6,560,794 6,322,437

営業利益 564,261 368,502
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

営業外収益

受取利息 24,972 6,322

有価証券利息 2,354 2,330

受取配当金 11,268 10,401

有価証券運用益 62,015 156,336

販売促進収入 4,244 1,858

投資有価証券売却益 － 1,388

不動産賃貸料 393,087 401,031

その他 44,196 14,364

営業外収益合計 542,138 594,034

営業外費用

支払利息 61,897 63,100

為替差損 － 12,525

有価証券運用損 416,975 －

投資有価証券運用損 23,325 9,669

不動産賃貸費用 269,880 311,471

関係会社貸倒引当金繰入額 38,000 －

貸倒引当金繰入額 3,300 －

貸倒損失 2,820 －

その他 229 3,206

営業外費用合計 816,428 399,973

経常利益 289,972 562,562

特別利益

受取和解金 20,000 3,000

新株予約権戻入益 9,330 －

貸倒引当金戻入額 － 24,281

過年度固定資産税還付金 19,354 －

違約金収入 6,666 10,955

特別利益合計 55,350 38,236
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

特別損失

固定資産除却損 ※2 37,098 ※2 711

投資有価証券評価損 118,656 135

店舗閉鎖損失 25,013 36,798

減損損失 ※3 195,689 ※3 129,722

リース解約損 4,392 3,424

システム入替損失 ※4 3,565 －

本社移転費用 13,937 －

訴訟和解金 14,000 －

特別損失合計 412,352 170,792

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △67,029 430,007

法人税、住民税及び事業税 91,000 230,692

法人税等調整額 △49,640 △31,957

法人税等合計 41,359 198,735

当期純利益又は当期純損失（△） △108,389 231,272
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 1,200,000 1,200,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,200,000 1,200,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 164,064 164,064

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 164,064 164,064

資本剰余金合計

前期末残高 164,064 164,064

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 164,064 164,064

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 116,869 134,266

当期変動額

剰余金の配当 17,397 1,668

当期変動額合計 17,397 1,668

当期末残高 134,266 135,935

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 2,731,000 2,831,000

当期変動額

別途積立金の積立 100,000 △331,000

当期変動額合計 100,000 △331,000

当期末残高 2,831,000 2,500,000

繰越利益剰余金

前期末残高 194,791 △210,590

当期変動額

別途積立金の積立 △100,000 331,000

剰余金の配当 △191,375 △100,405

当期純利益又は当期純損失（△） △108,389 231,272

自己株式の処分 △5,617 －

当期変動額合計 △405,382 461,866

当期末残高 △210,590 251,275
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

利益剰余金合計

前期末残高 3,042,660 2,754,675

当期変動額

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △173,978 △98,737

当期純利益又は当期純損失（△） △108,389 231,272

自己株式の処分 △5,617 －

当期変動額合計 △287,984 132,535

当期末残高 2,754,675 2,887,210

自己株式

前期末残高 △115,523 △124,003

当期変動額

自己株式の取得 △23,106 △164

自己株式の処分 14,626 23

当期変動額合計 △8,480 △141

当期末残高 △124,003 △124,144

株主資本合計

前期末残高 4,291,201 3,994,737

当期変動額

剰余金の配当 △173,977 △98,737

当期純利益又は当期純損失（△） △108,389 231,272

自己株式の取得 △23,106 △164

自己株式の処分 9,009 23

当期変動額合計 △296,464 132,393

当期末残高 3,994,737 4,127,131

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △77,015 △109,781

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,765 17,282

当期変動額合計 △32,765 17,282

当期末残高 △109,781 △92,498

評価・換算差額等合計

前期末残高 △77,015 △109,781

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32,765 17,282

当期変動額合計 △32,765 17,282

当期末残高 △109,781 △92,498
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

新株予約権

前期末残高 9,330 －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,330 －

当期変動額合計 △9,330 －

当期末残高 － －

純資産合計

前期末残高 4,223,516 3,884,955

当期変動額

剰余金の配当 △173,977 △98,737

当期純利益又は当期純損失（△） △108,389 231,272

自己株式の取得 △23,106 △164

自己株式の処分 9,009 23

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42,095 17,282

当期変動額合計 △338,560 149,676

当期末残高 3,884,955 4,034,632
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前事業年度(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。 

当事業年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日) 

 該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

 (自 平成20年３月１日
 至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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 

  売価還元法による原価法 

(収益性の低下による簿価切下げの方法)

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(リー

ス資産を除く)

   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(リー

ス資産を除く)

同左
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項目
前事業年度

 (自 平成20年３月１日
 至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

   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(リース資産を除く) 

   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

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

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。

なお、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

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。

なお、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。

(4) 長期前払費用 

   定額法

(4) 長期前払費用 

   同左
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項目
前事業年度

 (自 平成20年３月１日
 至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

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、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、当事業年度

に帰属する額を計上しております。

(2) 賞与引当金 

   同左

      ─────── (3)退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるため、当期

末における退職給付債務の見込額(簡便法

により自己都合要支給額の100％)を計上

しております。

７．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

８．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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【追加情報】 

 
  

(6)【重要な会計方針の変更】

当事業年度
(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)

会計処理基準に関する事項の変更

１．棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準

第９号)を適用しております。これに伴い、商品の評価基準につきましては売価還元法による原価法から売価還元法

による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

前事業年度
 (自 平成20年３月１日
 至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 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。

                  

   当社には、従来、退職一時金制度は存在せず、代わり

に賞与支給時に一定額を加算して支給しておりました

が、当連結会計年度中に退職一時金規程を新設し、退職

一時金制度を導入しました。 

 この制度導入により、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付債務の見込み額

(簡便法により自己都合要支給額の100%)に基づき、退職

給付引当金を計上しております。 

 この結果、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純

利益がそれぞれ7,709千円減少しております。
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(7)【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21年２月28日)

当事業年度
(平成22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

建物 131,814千円

土地 154,387千円

投資不動産 2,760,531千円

※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 771,281千円

土地 154,387千円

投資不動産 2,754,314千円

   ｂ 上記に対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 99,996千円

長期借入金 2,575,017千円

合計 2,675,013千円

   ｂ 上記に対応する債務

１年内返済予定の長期借入金 169,992千円

長期借入金 3,087,526千円

合計 3,257,518千円

 (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

───────

   

※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。

           ───────

※４ 投資不動産の減価償却累計額

98,339千円

※４ 投資不動産の減価償却累計額

138,515千円

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

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20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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
 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建設付属設備 382千円

工具器具備品 328千円

合計 711千円

 

※３ 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。

 

※３ 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(129,722千円)とし

て計上いたしました。

用途 場所 種類 金額(千円)

店舗
千葉県
浦安市他

建物 22,702

店舗
千葉県
浦安市他

建設付属設備 21,058

店舗
千葉県
浦安市他

構築物 43

店舗
千葉県
浦安市他

工具器具備品 17,882

店舗
千葉県
浦安市他

のれん 11,721

店舗
千葉県
浦安市他

リース資産 56,313

 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6.19％で割り引いて算出し

ております。

※４ 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)として計上いたしまし

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） 

 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 

  

自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

 増加数は、端株の買取請求に応じたことによるものです。  １千株       

  

  

 リース取引に関する注記事項については、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ております。 

  

  

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。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(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

当事業年度(自 平成21年３月１日 至 平成22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) 635 1 ― 636

(開示の省略)

(有価証券関係)

前事業年度(平成21年２月28日)

当事業年度(平成22年２月28日)
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「(1) 連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)」における記載内容と同一であるため、記載してお

りません。 
  

「(1) 連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)」における記載内容と同一であるため、記載してお

りません。 

  

(企業結合等関係)

前事業年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当事業年度(自 平成21年３月１日 至 平成22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。 

 
  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 
１株当たり純資産額 157円38銭

 
１株当たり純資産額 163円45銭

 
１株当たり当期純損失 4円36銭

 
１株当たり当期純利益 9円37銭

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜
在株式は存在しますが１株当たり当期純損失であるため
記載しておりません。  

潜在株式が存在せず、また希薄化効果を有する潜在株
式が存在しないため該当ありません。

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22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) △108,389 231,272

 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)

△108,389 231,272

 普通株式の期中平均株式数(株) 24,870,755 24,684,183

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) ─ ―

 (うち新株予約権)(株) ─ ―

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

───── ―――――

(重要な後発事象)
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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 

  該当事項はありません。 

6. その他

(1) 役員の異動
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