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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％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 ％

23年2月期第3四半期 21,842 12.3 532 31.5 538 △7.7 203 △22.5
22年2月期第3四半期 19,446 ― 404 ― 583 ― 262 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年2月期第3四半期 8.22 ―
22年2月期第3四半期 10.62 ―

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

23年2月期第3四半期 12,939 4,220 31.4 164.55
22年2月期 12,740 4,105 31.2 160.92

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  4,061百万円 22年2月期  3,972百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年2月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00
23年2月期 ― 2.00 ―
23年2月期 

（予想）
2.00 4.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

営業総収入 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 28,961 10.0 559 34.4 514 △15.7 201 △14.7 8.14



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在において入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づ
いており、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項
等については、四半期決算短信(添付資料)P.3「連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q 25,320,000株 22年2月期  25,320,000株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  636,398株 22年2月期  636,398株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 24,683,602株 22年2月期3Q  24,684,375株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

（４）訴訟 …………………………………………………………………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  6

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  6

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  8

（第３四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  8

（第３四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  9

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  10

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  12

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  12

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  13

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア　(2687)　平成23年２月期　第３四半期決算短信 

－1－



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① 当第３四半期連結累計期間の概況 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国経済の需要拡大や各種経済政策効果の影響を受

け、緩やかな回復基調となりました。しかし、不安定な世界経済情勢や為替相場の変動が続いていることや、国

内では一部経済対策が終了したことなどにより、国内景気の先行きには不安感が残っております。また、失業率

が高水準にあるなど雇用情勢や所得環境の持ち直しへの動きは依然として弱く、個人消費の動向は不透明な状況

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、夏場の猛暑に加え厳しい残暑となったことや、10月のたばこ

税増税に伴う販売価格の値上げによる、たばこの買い置き需要が増加したことなどの恩恵を受け、客数や売上が

増加いたしました。しかしながら、猛暑効果やたばこ税増税の影響は一時的なものであり、依然として消費動向

は低価格志向や社会の構造変化による付加価値商品を求める傾向が続いており、また、業界全体では既存の店舗

網をめぐる再編の動きや、業態を超えた競争激化が一段と厳しさを増しております。 

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、直営店を中心とした店舗運営を行ってまいりました。直営店主体という機動力

や柔軟性を生かし、当社オリジナル商品であるお弁当や惣菜、生鮮品など取扱商品数の拡大を進めることで粗利

益の改善に努めたほか、収益性の向上に努めてまいりました。また、当社独自の取り組みである「クリーニング

取次ぎサービス」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

独自のサービスの提供に取組んでまいりました。なお、新規出店を見合わせており、不採算店を３店舗閉店した

結果、当第３四半期連結累計期間末における加盟店を含む全店舗数は127店舗となっております。 

なお、当第３四半期連結累計期間における業績は、コンビニエンス・ストア事業収入168億14百万円、営業利

益７億40百万円となりました。また、加盟店を含む全店売上高190億74百万円（対前年同期比7.2％減）、既存店

平均日販544千円（対前年同期比4.7％減）、既存店平均客数986人（対前年同期比3.8％減）、既存店客単価552

円（対前年同期比0.9％減）となっております。 

③ マンションフロントサービス事業の概況 

マンション業界におきましては、首都圏を中心とした大都市圏でのマンション販売も復調の兆しを見せてお

りますが、駅近の好立地や高付加価値物件と、お手頃価格の中・小規模マンションへの需要との二極化の流れが

より鮮明になってきております。 

このような状況のもと、当社グループのマンションフロントサービス事業におきましては、高付加価値物件

への需要に応えるために、居住者の利便性をさらに向上させる取り組みを行ってまいりました。具体的な取り組

みとして、お米、お水などの「重たい物」「かさばる物」をフロントまでお届けする生活支援サービスの拡充

や、昨今のＥＣＯカー（電気自動車、ハイブリッド車）への期待と車を所有しないライフスタイルの浸透などか

ら、居住者専用のカーシェアリングサービスである「カテラ」を新築マンションの共用施設サービスとして定着

させてまいりました。また、常設の人材教育センターを開設し、スタッフ・社員教育研修の定例化、独自の教育

プログラムの開発など、居住者満足度向上のための施策に人材を含めた経営資源を投下してまいりました。これ

らの居住者の利便性と快適性に重点をおいたサービスを核に、時代の要請する独自サービスの開発を行うことで

フロント存在価値を向上させると共に、新規物件の獲得に努め、事業基盤の拡大に取り組んでまいります。 

なお、当第３四半期連結累計期間における業績は、マンションフロントサービス事業収入39億76百万円、営

業利益１億65百万円となりました。 

④ クリーニング事業の概況 

クリーニング業界におきましては、服装のカジュアル化や低価格衣料の浸透、家庭用洗剤・洗濯機が進化し

たことなどにより、顧客数の減少や洗濯代への出費が絞られるという動向が続いており、年々１世帯当りのクリ

ーニング代支出額が減少しております。 

このような状況のもと、当社グループのクリーニング事業におきましては、タワーマンションや高級マンシ

ョンのフロントでの便利、かつ、高品質の「クリーニング取次ぎサービス」を提供することにより、全国全世帯

平均よりも高い客単価を得られることが出来ております。さらなる新規顧客の拡大・売上の向上のため、衣替え

の時期に合わせた値引きセールなど販促を実施し、また、株式会社アスクとの業務提携により、取引先の増加を

はじめ、スケールメリットを生かすことで収益性の向上につなげてまいりました。法人を対象とする「リネンサ

プライサービス」では、ホテルや医療関係などの取引先企業の拡大を進めることで、着実に売上を伸ばしてまい

りました。 

なお、当第３四半期連結累計期間における業績は、クリーニング事業収入９億62百万円、営業利益42百万円

となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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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・ストア事業だけにとらわれることなく、新しいサービスの提供に努め、各種サービスを通

じた便利さの提供を目指してまいりました。 

その他事業の一つであるビジネスホテル「ＣＶＳ・ＢＡＹ ＨＯＴＥＬ」におきましては、新しい宿泊プラ

ンの設定や、そのほか様々な宿泊プランを取り揃えサービスを充実させることに取組んでまいりました。また、

９月には千葉国体の関係者の方々に多数ご宿泊をいただいたことや、ビジネスやレジャーに適した立地を生かし

た集客を行い認知度が向上したことなどにより、稼働率は概ね順調に推移いたしました。今後もサービス内容を

より充実させていくとともに、更なる認知度の向上に努めることで、開業３年目からの早期黒字化を見込んでお

ります。 

以上の施策の結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における業績は、営業総収入218億42百万円

（対前年同期比12.3％増）、営業利益５億32百万円（対前年同期比31.5％増）、経常利益５億38百万円（対前年

同期比7.7％減）、四半期純利益２億３百万円（対前年同期比22.5％減）となりました。 

なお、前年同期比は参考数値として記載しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて１億99百万円（1.6％）増加し、

129億39百万円となりました。その主な内訳は、現金及び預金が３億56百万円増加したことなどにより流動資産

が４億72百万円増加したほか、固定資産が２億72百万円減少したことが主な内訳であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債総額は、前連結会計年度末に比べて85百万円（1.0％）増加し、87

億19百万円となりました。その主な内訳は、買掛金が１億81百万円増加したことや短期借入金が３億90百万円増

加したことなどにより流動負債が４億36百万円増加いたしました。また、長期借入金が２億92百万円減少したこ

となどにより、固定負債が３億51百万円減少したことが主な内訳であります。 

（純資産）  

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて１億14百万円（2.8％）増加し、

42億20百万円となりました。その主な内訳は、四半期純利益を計上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 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物残高は、第２四半期連結会計期間末に比べ１億96

百万円(8.2％)増加し、25億84百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間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) 

当第３四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、９百万円の支出超過（前年同四

半期は２億48百万円の支出超過）となりました。 

 収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益が１億74百万円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払

額１億28百万円、仕入債務の減少額１億35百万円であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、13百万円の支出超過（前年同四

半期は７億43百万円の支出超過）となりました。 

 収入の主な内訳は、有価証券の売却による収入29百万円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得による

支出24百万円や、有形固定資産の取得による支出21百万円であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、２億19百万円の収入超過（前年

同四半期は12億73百万円の収入超過）となりました。 

 収入の主な内訳は、短期借入金の純増額３億90百万円であり、支出の主な内訳は、長期借入金の約定返済に

よる支出額97百万円、配当金の支払額49百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年２月期(平成22年３月１日～平成23年２月28日)の通期連結業績予想につきましては、平成22年10月７日

公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」の連結業績予想数値から変更はありません。  
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

ａ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

ｂ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

一般債権の貸倒見積高の算定方法については、貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

ｃ 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価

償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

ａ 税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半

期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

（４）訴訟  

当社は、平成22年５月20日付で訴訟を提起され、平成22年６月11日に東京地方裁判所へ答弁書を提出しており

ます。訴訟の内容等は次のとおりであります。 

① 訴訟の提起があった裁判所及び年月日  

東京地方裁判所 

平成22年５月20日 

(訴状送達日 平成22年５月26日) 

② 訴訟の内容等  

ａ 訴訟の内容  

当社と株式会社サークルＫサンクス間で締結しているサンクス企業フランチャイズ契約（以下「ＦＣ契

約」と言います。）において、中途解約権が当社に存在しないことの確認及び、ＦＣ契約の期間満了後２年

間は、現在当社が営業している店舗についてコンビニエンス・ストアの営業を目的として第三者に賃貸・譲

渡などをしてはならないことなどを請求したものです。 

ｂ 訴訟を提起した者 

名称              株式会社サークルＫサンクス 

所在地                愛知県稲沢市天池五反田町１番地 

代表者の役職・氏名    代表取締役 中 村 元 彦 

２．その他の情報
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ｃ 訴訟の原因及び提訴に至った経緯 

当社は、平成元年より22年間の長年に渡り「サンクス」ブランドにてコンビニエンス・ストアの店舗運営

業務を行っております。平成９年１月に株式会社サンクスアンドアソシエイツ（当時：現 株式会社サーク

ルＫサンクス 以下「サークルＫサンクス」と言います。）との間で、平成９年３月より満15年間のＦＣ契

約を締結し、現在に至っております。 

しかしながら、フランチャイズ契約の基礎をなす当事者間の信頼関係の破壊などやむを得ない事由が発生

し、サークルＫサンクスとの間で円滑な意思疎通が困難になったことから、同社に対し平成21年２月にＦＣ

契約の解消に向けた話し合いをしたいとの意向を伝え、平成21年７月より、契約終了の時期、条件及び手順

などについて、調停を継続しておりましたが、平成22年12月に不成立となっております。 

調停において、サークルＫサンクスからは、ＦＣ契約は継続的な契約であり、契約期間中の中途解約権は

なく、また、契約期間満了時もＦＣ契約は存続すべきものである等の主張がなされ交渉は難航し、訴訟の提

起を受けるに至り、平成22年５月26日、訴状の送達を受けました。 

③ 今後の見通し 

当社といたしましては、サークルＫサンクスの主張は、契約の解釈を誤り、公正な取引秩序を著しく害し

自由な経済活動を阻害するものと考えており、当該訴訟の中で当社の正当性を主張し係争中です。 

なお、当該訴訟が当社グループの業績に与える影響は軽微であります。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,584,449 2,227,603

加盟店貸勘定 5,867 5,534

売掛金 458,480 475,995

有価証券 442,690 435,591

商品 537,718 469,392

その他 421,935 364,931

貸倒引当金 △5,915 △6,256

流動資産合計 4,445,226 3,972,792

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,305,011 1,412,709

土地 1,806,602 1,806,602

その他（純額） 281,814 364,386

有形固定資産合計 3,393,428 3,583,698

無形固定資産   

のれん 442,051 481,472

その他 89,309 76,836

無形固定資産合計 531,361 558,309

投資その他の資産   

投資有価証券 408,190 456,421

長期貸付金 270 1,071

敷金及び保証金 1,160,423 1,162,592

投資不動産（純額） 2,732,214 2,754,314

その他 275,202 257,499

貸倒引当金 △6,477 △6,428

投資その他の資産合計 4,569,825 4,625,472

固定資産合計 8,494,614 8,767,480

資産合計 12,939,841 12,740,273
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,534,274 1,353,048

加盟店借勘定 42,218 40,041

短期借入金 390,000 －

1年内返済予定の長期借入金 389,992 389,992

未払金 358,251 359,462

未払法人税等 161,713 213,348

預り金 1,025,238 1,104,818

賞与引当金 116,588 72,003

その他 808,968 857,940

流動負債合計 4,827,245 4,390,654

固定負債   

長期借入金 3,350,032 3,642,526

リース債務 117,182 170,723

退職給付引当金 24,974 7,602

長期預り保証金 382,374 387,922

その他 18,004 35,017

固定負債合計 3,892,567 4,243,791

負債合計 8,719,813 8,634,446

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 2,928,968 2,824,687

自己株式 △124,144 △124,144

株主資本合計 4,168,888 4,064,607

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △107,087 △92,556

評価・換算差額等合計 △107,087 △92,556

少数株主持分 158,226 133,774

純資産合計 4,220,027 4,105,826

負債純資産合計 12,939,841 12,740,273
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 17,475,794 16,419,114

営業収入   

加盟店からの収入 304,759 269,483

その他の営業収入 1,665,501 5,154,302

営業収入合計 1,970,261 5,423,785

営業総収入合計 19,446,056 21,842,899

売上原価 14,037,459 15,908,935

営業総利益 5,408,596 5,933,964

販売費及び一般管理費 5,004,031 5,401,939

営業利益 404,564 532,025

営業外収益   

受取利息 6,434 882

受取配当金 6,051 10,055

有価証券運用益 116,348 －

投資有価証券売却益 1,388 －

不動産賃貸料 302,746 273,097

その他 14,001 27,244

営業外収益合計 446,971 311,279

営業外費用   

支払利息 45,389 47,148

為替差損 12,525 －

有価証券運用損 － 21,061

投資事業組合運用損 － 23,618

不動産賃貸費用 205,494 209,953

その他 4,681 3,247

営業外費用合計 268,091 305,029

経常利益 583,444 538,275

特別利益   

受取補償金 10,955 8,309

貸倒引当金戻入額 1,303 －

特別利益合計 12,258 8,309

特別損失   

固定資産除却損 711 10,727

店舗閉鎖損失 30,906 1,570

減損損失 33,542 25,635

リース解約損 3,424 283

特別損失合計 68,584 38,216

税金等調整前四半期純利益 527,119 508,368

法人税等 264,782 280,912

少数株主利益 289 24,440

四半期純利益 262,047 203,015
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 5,551,724 5,402,501

営業収入   

加盟店からの収入 94,771 86,656

その他の営業収入 1,187,214 1,671,744

営業収入合計 1,281,985 1,758,400

営業総収入合計 6,833,709 7,160,901

売上原価 5,001,678 5,208,418

営業総利益 1,832,031 1,952,483

販売費及び一般管理費 1,753,870 1,813,865

営業利益 78,160 138,617

営業外収益   

受取利息 303 205

受取配当金 469 3,947

有価証券運用益 － 36,949

不動産賃貸料 99,004 83,895

その他 3,247 6,566

営業外収益合計 103,024 131,564

営業外費用   

支払利息 16,199 15,617

有価証券運用損 35,927 －

投資事業組合運用損 － 6,033

不動産賃貸費用 70,728 71,850

その他 1,603 1,106

営業外費用合計 124,459 94,606

経常利益 56,726 175,574

特別利益   

貸倒引当金戻入額 190 －

特別利益合計 190 －

特別損失   

固定資産除却損 － 141

店舗閉鎖損失 5,641 187

リース解約損 － 283

特別損失合計 5,641 612

税金等調整前四半期純利益 51,274 174,962

法人税等 28,199 97,553

少数株主利益 289 5,607

四半期純利益 22,785 71,802
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 527,119 508,368

減価償却費 195,121 195,757

減損損失 33,542 25,635

引当金の増減額（△は減少） 46,829 61,665

受取利息及び受取配当金 △12,486 △10,937

支払利息 45,389 47,148

有価証券運用損益（△は益） △116,348 21,061

投資事業組合運用損益（△は益） － 23,618

投資不動産収入 △302,746 △273,097

投資不動産管理費 205,494 209,953

たな卸資産の増減額（△は増加） △40,849 △82,700

仕入債務の増減額（△は減少） 278,044 181,225

未払金の増減額（△は減少） △184,385 △30,162

預り金の増減額（△は減少） △29,210 △79,579

その他 70,761 16,900

小計 716,274 814,857

利息及び配当金の受取額 11,927 10,783

投資不動産収入額 301,703 271,275

投資不動産管理費支払額 △154,243 △203,897

利息の支払額 △43,205 △49,186

法人税等の支払額 △88,993 △320,095

営業活動によるキャッシュ・フロー 743,463 523,735

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △71,090 △140,050

有価証券の売却による収入 76,348 111,890

有形固定資産の取得による支出 △970,092 △24,760

無形固定資産の取得による支出 △15,582 △16,713

投資不動産の取得による支出 △19,932 －

投資有価証券の売却による収入 30,635 －

投資有価証券の償還による収入 100,699 631

敷金及び保証金の差入による支出 △27,826 △46,323

敷金及び保証金の回収による収入 55,462 20,349

営業譲受による支出 △846 －

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 △16,812 △10,545

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,152,411 △105,521

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア　(2687)　平成23年２月期　第３四半期決算短信 

－10－



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

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） 200,000 390,000

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 △244,997 △292,494

自己株式の処分による収入 23 －

自己株式の取得による支出 △164 －

配当金の支払額 △92,196 △98,577

リース債務の返済による支出 △48,580 △60,296

その他 △3,424 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,410,659 △61,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,001,711 356,845

現金及び現金同等物の期首残高 1,479,612 2,227,603

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,481,324 2,584,449
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該当事項はありません。 

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至平成21年11月30日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30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 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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)

営業総収入        

  
(1)外部顧客に対する 

営業総収入  5,701,150 964,865 132,553 35,140  6,833,709 ― 6,833,709

  
(2)セグメント間の 

内部営業総収入 
又は振替高 

 2,649 7 △2,656 ― ― ― ―

計  5,703,799 964,873 129,896 35,140  6,833,709 ― 6,833,709

  
営業利益又は 
営業損失(△)  234,431 4,538 8,004 △36,063  210,911 ( ) △132,750 78,160

    
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)

営業総収入        

  
(1)外部顧客に対する 

営業総収入  5,528,957 1,251,451 292,140 88,351  7,160,901 ― 7,160,901

  
(2)セグメント間の 

内部営業総収入 
又は振替高 

― 38,729 8,544 300  47,573 ( ) 47,573 ―

計  5,528,957 1,290,181 300,684 88,651  7,208,475 ( ) 47,573 7,160,901

  
営業利益又は 
営業損失(△)   259,123 41,228 11,102 △13,629  297,825 ( ) 159,208 138,617
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前第３四半期連結累計期間（自  平成21年３月１日 至  平成21年11月30日） 

 全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占めるコンビニエンス・ストア事業の割合がいずれも90％を

超えるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30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 

                       

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日

至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結会計期間

（自 平成22年９月１日 至 平成22年11月30日）並びに前第３四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日

至 平成21年11月30日）及び当第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

  

  

    
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)

営業総収入        

  
(1)外部顧客に対する 

営業総収入  16,814,061 3,850,684 936,586 241,567  21,842,899 ― 21,842,899

  
(2)セグメント間の 

内部営業総収入 
又は振替高 

― 125,569 25,976 650  152,195 ( ) 152,195 ―

計  16,814,061 3,976,254 962,562 242,217  21,995,095 ( ) 152,195 21,842,899

  
営業利益又は 
営業損失(△)   740,947 165,298 42,460 △18,427  930,278 ( ) 398,252 532,025

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア　(2687)　平成23年２月期　第３四半期決算短信 

－13－


	3Q決算短信サマリーPDF
	3Q短信本文PDF.pdf



