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各 位                                                      平成 23 年５月 24 日 

                               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－ド番号 2687 東証第 1部) 

                         問合せ先 取締役 CIO 上山 富彦 

                              TEL  043- 296-6621 

 

(訂正・数値データ訂正あり) 

「平成 23 年２月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について 

 

平成23年４月８日に発表いたしました「平成23年２月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」の記載内容に

つきまして、一部訂正がありましたのでお知らせいたします。なお、訂正箇所には下線を付しております。

また、数値データにも訂正がありましたので、訂正後の数値データも送信いたします。 

    

記 

 

(訂正箇所) 

サマリー情報 １ページ 

１．23年2月期の連結業績(平成22年3月1日～平成23年2月28日)  

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】   

 営業活動によるキャッシュ・フロ－ 投資活動によるキャッシュ・フロ－ 財務活動によるキャッシュ・フロ－ 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

23年2月期 1,004 △278 △516 2,436

22年2月期 803 △1,039 983 2,227

   

【訂正後】   

 営業活動によるキャッシュ・フロ－ 投資活動によるキャッシュ・フロ－ 財務活動によるキャッシュ・フロ－ 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

23年2月期 1,016 △297 △510 2,436

22年2月期 803 △1,039 983 2,227
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［添付資料］4ペ－ジ 

１．経営成績 (2)財政状態に関する分析  

① 資産、負債及び純資産の状況 

【訂正前】 

 (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１億 20 百万円（1.4％）減少し 85

億 13 百万円となりました。その主な内訳は、未払金が１億６百万円減少したことや、預り金が３億 46

百万円増加したことなどにより、流動負債が２億 92 百万円増加いたしました。 

(省略) 

【訂正後】 
 (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１億 20 百万円（1.4％）減少し 85

億 13 百万円となりました。その主な内訳は、未払金が 63 百万円減少したことや、預り金が３億 46 百

万円増加したことなどにより、流動負債が２億 92 百万円増加いたしました。 

(省略) 

 
［添付資料］5ペ－ジ 

１． 経営成績 (2)財政状態に関する分析 
② キャッシュ・フロ－の状況 

【訂正前】 

 (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、10 億４百万円の収入超過（前年同期

は８億３百万円の収入超過）となりました。 

 (省略) 

(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、２億 78 百万円の支出超過（前年同

期は 10 億 39 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 24 百万円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得

１億 50 百万円や投資有価証券の取得１億 66 百万円、有形固定資産の取得 32 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、５億 16 百万円の支出超過（前年同

期は９億 83 百万円の収入超過）となりました。 

 (省略) 

【訂正後】 
 (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、10 億 16 百万円の収入超過（前年同

期は８億３百万円の収入超過）となりました。 

 (省略) 

(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、２億 97 百万円の支出超過（前年同

期は 10 億 39 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 24 百万円であり、支出の主な内訳は、有価証券の取得

１億 50 百万円や投資有価証券の取得１億 66 百万円、有形固定資産の取得 29 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、５億 10 百万円の支出超過（前年同

期は９億 83 百万円の収入超過）となりました。 

 (省略) 
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［添付資料］5ペ－ジ 

１．経営成績  

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

【訂正前】 

 平成 20 年 2 月期 平成 21 年 2 月期 平成 22 年 2 月期 平成 23 年 2 月期

自己資本比率(%) 37.3 36.4 31.2 32.2

時価ベースの自己資本比率(%) 35.3 28.2 23.0 22.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 4.1 4.3 5.0 3.7

インタレスト・ガバレッジ・レシオ(倍) 11.0 10.8 14.1 16.3

【訂正後】 

 平成 20 年 2 月期 平成 21 年 2 月期 平成 22 年 2 月期 平成 23 年 2 月期

自己資本比率(%) 37.3 36.4 31.2 32.2

時価ベースの自己資本比率(%) 35.3 28.2 23.0 22.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 4.1 4.3 5.0 3.6

インタレスト・ガバレッジ・レシオ(倍) 11.0 10.8 14.1 16.5

 

［添付資料］12 ペ－ジ 

４．連結財務諸表  (1)連結貸借対照表 

【訂正前】 

(単位：千円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

  (平成 22 年２月 28 日) (平成 23 年 2月 28 日) 

(省略)     

負債の部   

 流動負債   

   買掛金  1,353,048  1,460,018

   未払金 359,462  253,322

   未払費用 650,908  567,712

(省略)     

   その他 29,387  59,072

(省略)  

 【訂正後】 

(単位：千円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

  (平成 22 年２月 28 日) (平成 23 年 2月 28 日) 

(省略)     

負債の部   

 流動負債   

   買掛金  1,353,048  1,412,283

   未払金 359,462  296,098

   未払費用 650,908  570,939

(省略)     

   その他 29,387  60,804

(省略)  
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［添付資料］18、19 ペ－ジ 

４．連結財務諸表  (4)連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 (単位：千円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成 21 年 3月 1日 (自 平成 22 年 3月 1日 

    至 平成 22 年 2 月 28 日)   至 平成 23 年 2 月 28 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロ－     

(省略)     

   投資有価証券売却損益(△は益)  △1,388  30,719

   投資事業組合運用損益(△は益)  9,669  －

   仕入債務の増減額(△は減少)  51,441  106,970

   未払金の増減額(△は減少)  △186,246  △98,357

   その他  132,869  △53,037

   小計  802,926  1,340,263

(省略)   

      営業活動によるキャッシュ・フロ－  803,859  1,004,601

投資活動によるキャッシュ・フロ－     

(省略)     

   有形固定資産の取得による支出  △929,792  △32,654

   投資有価証券の償還による収入  －  7,909

   投資事業組合からの分配による収入  101,229  －

投資不動産の取得による支出  △34,607  △12,639

   営業譲受による支出  －  △3,224

(省略)   

      投資活動によるキャッシュ・フロ－  △1,039,423  △278,688

財務活動によるキャッシュ・フロ－     

(省略)     

   リ－ス解約による支出  △3,424  △13,526

   財務活動によるキャッシュ・フロ－  983,555  △516,802

(省略)   

【訂正後】 (単位：千円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

 (自 平成 21 年 3月 1日 (自 平成 22 年 3月 1日 

    至 平成 22 年 2 月 28 日)   至 平成 23 年 2 月 28 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロ－     

(省略)     

   投資有価証券売却損益(△は益)  △1,388  －

   投資事業組合運用損益(△は益)  9,669  30,719

   仕入債務の増減額(△は減少)  51,441  59,234

   未払金の増減額(△は減少)  △186,246  △43,581

   その他  132,869  △47,922

   小計  802,926  1,352,418

(省略)   

      営業活動によるキャッシュ・フロ－  803,859  1,016,756

投資活動によるキャッシュ・フロ－     

(省略)     

   有形固定資産の取得による支出  △929,792  △29,558

   投資事業組合からの分配による収入  101,229  7,909

投資不動産の取得による支出  △34,607  △24,639

   営業譲受による支出  －  △12,936

(省略)   

      投資活動によるキャッシュ・フロ－  △1,039,423  △297,305

財務活動によるキャッシュ・フロ－     

(省略)     

   リ－ス解約による支出  △3,424  △7,065

   財務活動によるキャッシュ・フロ－  983,555  △510,341

(省略)   
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［添付資料］25 ペ－ジ 

４．連結財務諸表 (8)連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

【訂正前】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成 22 年２月 28 日) (平成 23 年２月 28 日) 

(省略) 

 

 (省略) 

４ 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 

 

3,600,000 千円

借入実行残高   －千円

差引額 3,600,000 千円 

【訂正後】 

前連結会計年度 当連結会計年度 

(平成 22 年２月 28 日) (平成 23 年２月 28 日) 

(省略) 

 

 (省略) 

４ 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 

 

3,650,000 千円

借入実行残高 50,000 千円

差引額 3,600,000 千円 
 

［添付資料］34 ペ－ジ 

５．個別財務諸表  (1)貸借対照表 

【訂正前】  

(単位：千円) 

 前事業年度 当事業年度 

  (平成 22 年２月 28 日) (平成 23 年 2 月 28 日) 

(省略)     

負債の部   

 流動負債   

   買掛金  1,129,188  1,215,297

   未払金 360,022  245,770

(省略)  

 

【訂正後】  

(単位：千円) 

 前事業年度 当事業年度 

  (平成 22 年２月 28 日) (平成 23 年 2 月 28 日) 

(省略)     

負債の部   

 流動負債   

   買掛金  1,129,188  1,172,521

   未払金 360,022  288,545

(省略)  
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［添付資料］36 ペ－ジ 

５．個別財務諸表  (2)損益計算書 

【訂正前】  

(単位：千円) 

 前事業年度 当事業年度 

  
(自 平成 21 年３月１日 

  至  平成 22 年２月 28 日) 

(自 平成 22 年３月１日 

   至  平成 23 年２月 28 日) 

(省略)     

販売費及び一般管理費   

（省略）   

   その他 897,566  850,952

(省略)  

 

【訂正後】  

(単位：千円) 

 前事業年度 当事業年度 

  
(自 平成 21 年３月１日 

   至  平成 22 年２月 28 日) 

(自 平成 22 年３月１日 

  至  平成 23 年２月 28 日) 

(省略)     

販売費及び一般管理費   

（省略）   

   貸倒引当金繰入額  －  2,450

   その他 897,566  848,502

(省略)  

 

以  上 


