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１．平成18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 37,826  ( △2.5) 2,107 (△39.0) 2,758 (△29.5)

17年９月中間期 38,779 (　 3.5) 3,453 ( △7.7) 3,911 ( △5.1)

18年３月期 80,671 6,855 7,791

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 1,079 ( △6.3) 52 73 － －

17年９月中間期 1,152 (△37.4) 56 26 － －

18年３月期 3,783 175 23 － －

（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 510百万円 17年９月中間期 341百万円 18年３月期 711百万円
②期中平均株式数
（連結）

18年９月中間期 20,478,536株 17年９月中間期 20,478,616株 18年３月期 20,478,597株

③会計処理の方法の変更　　無
④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 65,621 50,351 76.4 2,448 55

17年９月中間期 66,500 46,954 70.6 2,292 88

18年３月期 69,812 49,641 71.1 2,414 52

（注）期末発行済株式数
　　（連結）

18年９月中間期 20,478,536株 17年９月中間期 20,478,616株 18年３月期 20,478,536株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 79 △731 △5,012 11,521

17年９月中間期 2,232 △11,374 △1,880 13,023

18年３月期 5,510 △10,566 △1,804 17,186

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 11社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  
連結（新規） 0社 （除外） 0社 持分法（新規） 0社 （除外） 0社

２．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 82,188 7,078 3,319

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　  162円12銭
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の９ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況
　「The SAZABY LEAGUE」は、グループアイデンティティーであり、株式会社サザビーリーグ（当社）及び子会社11社、
関連会社１社によって構成される企業グループの名称であります。
　３つの事業戦略としては、①ひとつ先のライフスタイルの創造「ライフスタイル バリュー クリエーション（LIFESTYLE 
VALUE CREATION）」、②様々なブランドの創造と育成「ブランド インキュベーション（BRAND INCUBATION）」、③グ
ローバルな視点でのブランドコラボレーション「グローバル ブランド アライアンス（GLOBAL BRAND ALLIANCE）」と
なっております。
　なお、事業戦略別の主要ブランド名及び主要な会社は次のとおりであり、当区分は戦略軸別のセグメント情報の区分
と一致しております。
　当社及び関係会社の当該事業にかかる位置付け並びに戦略軸別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

区分 ブランド 主要な会社

ライフスタイル バリュー クリエーション
（LIFESTYLE VALUE CREATION）

Afternoon Tea
SADEU

当社

ブランド インキュベーション
（BRAND INCUBATION）

SAZABY

当社

VIASAZABY

agete

NOJESS

Ripeurb

SALVIATI

BAGGAGEHANDLERS UNION

ANAYI

㈱ファーイーストカンパニーMANOUQUA

allureville

And A アンド エー㈱

ESTNATION ㈱エストネーション

グローバル ブランド アライアンス
（GLOBAL BRAND ALLIANCE）

  KIHACHI ㈱キハチアンドエス

AMERICAN RAG CIE アメリカンラグ シー ジャパン㈱

TAACOBA ㈱タアコバ

JANE PACKER ㈱アリストフロー

bali barret ㈱バリバレジャポン

CAMPER ㈱ピナ

Valextra ㈱ヴィアンドエス

Zadig & Voltaire ㈱アイエスエル

STARBUCKS COFFEE スターバックス コーヒー ジャパン ㈱

 

商品 

商品 

ロイヤリティー 

ロイヤリティー 

商品 

商品 

商品 

LIFESTYLE VALUE CREATION 

GLOBAL BRAND ALLIANCE 

BRAND INCUBATION 

スターバックス コーヒー ジャパン ㈱ 

㈱ファーイーストカンパニー 

アンド エー㈱ 

㈱エストネーション 

㈱キハチアンドエス 

アメリカンラグ シー ジャパン㈱ 

㈱タアコバ 

㈱アリストフロー 

㈱バリバレジャポン 

㈱ピナ 

㈱ヴィアンドエス 

㈱アイエスエル 

㈱
サ
ザ
ビ
ー
リ
ー
グ
（
当
社
） 

ユ
ー
ザ
ー 
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２．経営方針

(1）「The SAZABY LEAGUE」の経営の基本方針

　当社及び関係会社（概念的には当社と子会社11社を中心とし、包括的に関連会社１社まで含む）は、一層のグルー

プ力強化を図るための取り組みを「GI（グループアイデンティティー）導入」を通じて実践しております。

　当社は1972年に設立以来、事業の領域を一貫してライフスタイルビジネスに定め、独自の視点でオリジナルブラン

ドを創造するとともに、その理念や事業戦略に共感・共鳴する国内外のパートナーとのコラボレーションでライフス

タイルの価値観をグローバル化し、事業の拡大を推進してきました。The SAZABY LEAGUEの理念は当社の設立以来の企

業理念や働く仲間と共有してきた価値観（DNA）の進化版として明文化されております。

　The SAZABY LEAGUEに所属する各社は常にグローバルな視点で時代やファッションの変化に対応するMD（マーチャン

ダイジング）と商品を追求し、顧客第一の接客・サービス・店舗環境・情報発信などを通して顧客満足の向上を目指

すとともに、会社やブランド単位の中期的な事業戦略（ミッション）を明確化し、競争環境の厳しさが増すマーケッ

トにおいて、各事業の成功を目指す取り組みを徹底することを基本指針としております。

【ご参考】

Ⅰ． The SAZABY LEAGUEの理念（株式会社サザビーリーグの企業理念の進化版）

The SAZABY LEAGUEは、日常のわくわく感を大切にし、ライフスタイル価値を体感できる人の集団でありたい

The SAZABY LEAGUEは、さまざまな事業を通じて、普通の生活の普通の時間を楽しくする

ひとつ先のライフスタイルを提案し続けたい

The SAZABY LEAGUEは、事業活動を通じて創造される繁栄と豊かさを、LEAGUEとかかわるすべての人と分かち合い、

共に成長し、社会に貢献していきたい

It's a beautiful day, The SAZABY LEAGUE

“It's a beautiful day”―この言葉は、1972年の創業当時の名刺やレターヘッドなどに、株式会社サザビー

リーグのスピリットを象徴する言葉として印刷し使用していました。普段の生活を楽しむ。わくわく感のある

日常。

そんな全ての瞬間が“It's a beautiful day”。

Ⅱ．The SAZABY LEAGUEの３つの戦略軸

①　ひとつ先のライフスタイルの創造　

②　様々なブランドの創造と育成

③　グローバルな視点でのブランドコラボレーション

Ⅲ．The SAZABY LEAGUEの行動規範

LEAGUEに所属する従業員に求める行動規範（姿勢や持つべき価値観）

①　FAIR　　②　FOR THE TEAM　③　WIN×WIN

Ⅳ．The SAZABY LEAGUEに所属する企業（2006年11月16日現在）

　　　　　　　　　株式会社サザビーリーグ

【子会社11社】　　株式会社キハチアンドエス　株式会社ファーイーストカンパニー

　　　　　　　　　アメリカンラグ シー ジャパン株式会社　アンド エー株式会社

　　　　　　　　　株式会社エストネーション　株式会社タアコバ

　　　　　　　　　株式会社アリストフロー　　株式会社バリバレジャポン

                  株式会社ピナ　　　　　　　株式会社ヴィアンドエス

　　　　　　　　　株式会社アイエスエル

【関連会社1社】　 スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社
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(2）利益配分に関する基本方針

　The SAZABY LEAGUEの経営の基本方針のもと、LEAGUEの業績、LEAGUE全体の中期的な財務体質の強化、利益配分と内

部留保金のバランス、連結EPS（１株当たり純利益）の水準等を加味し、安定的に適正な利益配分を継続して行うこと

を基本方針としております。

　配当政策につきましては、2004年度以降当面は、配当性向10％以上を安定配当の基本的な基準と考えてまいります。

また、内部留保金につきましては、将来のThe SAZABY LEAGUEの事業創造の機会などに対する一定の水準の運転資本を

確保しつつ、今後の新規出店（大型路面店含む）や店舗のリニューアル等への投資及び事業成長の基盤を支えるシス

テム投資を含めたインフラ整備に充当してまいりたいと考えております。

(3）投資単位の引き下げに関する基本方針

　当社は当社株式の流動性の向上および株主数増加を図るため2000年８月より単位株（現単元株）を1,000株から100

株へ引下げいたしました。今後も株式市場での適切な投資単位に関して、必要に応じて適宜検討していく事を基本方

針といたしております。

(4）目標とする経営指標

　目標とする経営指標につきましては、成長力、収益力、投資効率の観点から売上高成長率、売上高経常利益率、株

主資本当期純利益率（ROE）を重視し、グループ全体の事業戦略の骨子を組み立てるとともに諸政策を実施しておりま

す。中長期的な連結経営の目標値は下記のとおりです。

●連結上の３つの10％の追求

売上高成長率10％以上、売上高経常利益率10％以上、ROE10％以上

●連結売上高　1,700億円

●連単倍率　　1.4倍（当期純利益ベース）

なお、中期目標として2008年度に連結売上高1,000億円以上のターゲットを新たに設定いたしました。

事業戦略別の売上高の目標数値は以下のとおりです。

●LIFESTYLE VALUE CREATION 350億円以上

●BRAND INCUBATION 400億円以上

●GLOBAL BRAND ALLIANCE 250億円以上

(5）中長期的な会社の経営戦略

　The SAZABY LEAGUEは経営の基本方針に基づき各業態／ブランドの事業特性を考慮の上、以下のような経営戦略を中

長期的に推進してまいります。

①　事業戦略

●ひとつ先のライフスタイルの創造（LIFESTYLE VALUE CREATION）

　「衣食住」の異業種を複合したライフスタイル提案や専門性の追求はThe SAZABY LEAGUEの重要な事業戦略に位

置付けられます。特に「Afternoon Tea」は1981年に事業を開始したオリジナルブランドであり、今秋には25周年

を迎えました。事業規模も約300億円のビジネスとして成長してまいりましたので、今後の中期事業計画において

は、事業の再成長のステージと位置づけるとともに、単なる数値追求ではなく、新たなライフスタイルビジネス

の創造にも着手し、ブランド価値の更なる向上に注力してまいります。

　具体的にリビング事業は新たなライフスタイルブランドの開発に着手します。また、今秋に新たにスクールビ

ジネスを開始いたしました。当初はフード事業からスタートしますが、将来はフード事業の枠組みを超えたライ

フスタイル文化の総合的な発信を目指してまいります。
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●様々なブランドの創造と育成（BRAND INCUBATION）「＝100％出資子会社事業含む」

　多様化する顧客のニーズに対して時代性やファッションの潮流をとらえ、他社と明確な差別化をもって、ひと

つ先の多様な価値観／世界観の提案を推進し継続して次世代の業態／ブランドを創造し事業の確立を目指します。

当社単体では主にバッグ事業、アクセサリー事業で複数ブランドを展開し、100％子会社3社（（株）ファーイー

ストカンパニー、アンド エー（株）、（株）エストネーション）でアパレル事業を展開しております。これらの

事業ごとに中長期的な事業計画の推進を図り、収益力の向上を目指しております。

◆SBU（スモールビジネスユニット）化の徹底

　SBU：「商売のプロセス（例：コンセプト・マーチャンダイジング⇒生産・仕入れ⇒営業開発⇒店舗運営⇒C/

S・利益）の各機能や仕事の進め方が「一気通貫」の流れになることを目指す組織構造で、当社及び子会社

（100％子会社以外も含む）の事業運営を推進する組織単位の基本的な略称」

　前述の２つの事業戦略を推進する上で、現在取り組みの強化を継続しているのが、「SBU化の徹底」という考え

方です。「異業種・複数ブランド」を展開するThe SAZABY LEAGUEでは、業態やブランドごとに利益構造や、目指

すべき事業規模、出店戦略が異なっており、また事業を取り巻く市場の環境、競合の状況も多様化しております。

各事業の健全な中期的成長を目指す上で、「営業力・ブランド力の強化」は不可欠な経営テーマとして認識する

現在において、ユニットごとに最適なビジネスサイズを想定し（小型：30億円　中型：50億円　大型：70億円以

上）ビジネスモデルを構築するとともに、各ユニットに事業推進責任者を配し、権限の委譲による迅速な意思決

定を通して円滑な事業運営を目指します。

　また、複数ユニットの事業運営が有機的にシナジー効果を発揮すること（例：成功ユニットの事例を他ユニッ

トに応用させることにより「成熟した既存事業の変革及び新規事業の成功確率の向上」を図る）で、単独事業運

営では達成できない収益基盤の確立（The SAZABY LEAGUEの目指すブランドポートフォリオ経営）を目指します。

●グローバルな視点でのブランドコラボレーション（GLOBAL BRAND ALLIANCE）

　企業理念や経営に対する価値観を共有できる国内外のパートナーとの事業展開はThe SAZABY LEAGUEが提案して

いくライフスタイルの価値観をグローバル化していく上で重要な戦略です。世界の魅力的なコンセプトや価値観

を日本のマーケットに浸透させ、事業そのものの成長を目指します。

　ブランドコラボレーションには、下記のとおり子会社、関連会社がございます。

・子会社８社

飲食事業：（株）キハチアンドエス

アパレル関連事業：アメリカンラグ シー ジャパン（株） / （株）バリバレジャポン

ファッション関連事業：（株）ピナ / （株）ヴィアンドエス / （株）アイエスエル

ビューティサロン・ネイルサロン関連事業：（株）タアコバ

生花販売関連事業：（株）アリストフロー

・関連会社（持分法適用会社）１社

スターバックス コーヒー ジャパン（株）（当社出資：40.1％）

＊持分法適用会社は、当該会社の当期純利益のうち当社の株式持分比率相当が、営業外損益において連結対象と

なり、当該会社の業績は連結経常利益・連結当期純利益に反映されます。
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②　経営戦略（特にSBU化の推進）に対して主に当社及び当社子会社が推進する施策

●52週MDの推進

　The SAZABY LEAGUE（当社及び子会社を中心）では各事業単位の企画／運営／管理のサイクルをより細分化し、

週次単位で仕事の回し方を組み立て週単位で行うべきことを明確化し実行していく「52週MD」の取り組みを2001

年度より行っております。毎週の活動を事業単位で明確に共有・実践することで週単位の計画達成の勝率を向上

させ、更には半年後、１年後の事業運営に反映させていく事を目的としております。

●キャッシュ・フロー マネジメント

　The SAZABY LEAGUEの内部留保資金については一定の水準の運転資本として確保しつつ、今後の事業展開の中で

新規事業の推進・大型店含む新規出店や既存店舗のリニューアル費用・システム投資などに積極的に投資を行っ

ていく考えです。しかし投資に伴う必要資金は限られた資源かつ一部は市場から調達した株主の皆様からお預か

りしている資金でもありますので、いかに有効な形で資金を配分し将来により多くのキャッシュを生み出す事業

を育成していくかを重要な経営テーマとして認識しております。キャッシュ・フロー マネジメントの視点を加え

ることにより、ROEの維持・向上を経営目標として明確に位置付け、更には今後必要とされる資金を総合的に検討

の上、適正な資本コストによる投資案件ごとの資金配分を行っていく方向で考えております。

◆補足：事業投資における回収の考え方

　The SAZABY LEAGUE（当社及び子会社）では、新規事業等の投資回収に対して以下のような社内基準を設け、事

業の確立を目指すことを基本姿勢としております。

①　事業開始後、フルイヤー３年度目で単年度のブレークイーブン（損益分岐点以上を目標とする）

②　事業開始後、フルイヤー５年度目で累損を一掃

●人事戦略

　The SAZABY LEAGUEは、新しいビジネスモデルの構築を進める上で、The SAZABY LEAGUEの理念に共感し、自ら

情熱を持って事業に参加する「人材」の確保が重要としてとらえ、また競争環境が激化している今日、競合他社

に対して一定の優位性を保持するためにも「人事戦略」が重要であると考えております。

　中期的なミッションを追求する一環として今一度「人」の基盤を構築していくために、当社では「成果主義」

の人事制度に移行し、各社員がより高い成果を出せるようになるための「成長と育成支援の内容の具体化」を推

進しております。現在においては、各社員の職責・任務に対して「成果主義」に基づいた考え方を通して適正な

報酬水準のあり方を追求しております。

　小売業にとって厳しい事業環境ではありますが、社員各人の持てる力を最大限引き出す人事制度の構築に今後

も努めてまいります。

　また、当社が2000年度より計３回実施しております「ストックオプション制度」は今後の業績向上に対する社

員の参画意識を高め、株主の皆様と共有できる中期的な事業成長の必然性を社内に理解・浸透させていくことを

目的としております。

(6）会社の対処すべき課題

　今後も引き続き小売業界の競争環境は更に激化していくものと思われ、多様化するお客様の価値観に対し、今まで

以上に迅速に対応しながら常に顧客満足の向上に努めていくことが重要となります。そのような環境が想定される中、

The SAZABY LEAGUEは継続的に中期事業計画（3ヵ年）の達成を目指すとともに、LEAGUE全体の経営方針の明確化にも

引き続き取り組んでまいります。

　なお、現在のブランドポートフォリオに関しては、複数の新規事業が先行投資の期間でありますので、早期のビジ

ネスモデルの確立と共に勝率向上を目指し、既存事業に関しては健全な成長に向けた事業投資を継続し安定的な基盤

をより強固にすることを目指します。
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(7）親会社等に関する事項

　　記載すべき事項はございません。

 

(8）内部管理体制の整備・運用状況

  当社の内部管理体制に関しては、内部統制システム構築の基本方針に関する取締役会決議に基づき、コーポレート・

ガバナンス報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載をしております。

内部管理体制の整備・運用状況に関しましても、あわせてコーポレート・ガバナンス報告書をご覧ください。 

 

(9）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等）

　　記載すべき事項はございません。
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３．経営成績及び財政状態

(1) 経営成績

　当中間連結会計期間の概況につきましては、The SAZABY LEAGUE中期計画の達成に向け、新規事業の積極的な出店、

既存事業の中期事業戦略の検証（リブランディング等）と推進を軸に事業活動を行うと共に、各事業部門の利益管理

及びキャッシュ・フロー マネジメントの徹底を図りました。

　店舗の状況につきましては、当中間連結会計期間に45店舗を新たに出店し（単体17店舗、子会社計28店舗）、営業

政策上14店舗を閉鎖し（単体８店舗、子会社計６店舗）、その結果、当中間連結会計期間末の店舗数は495店舗（前連

結会計年度末464店舗）となりました。

　当中間連結会計期間においては、売上高378億26百万円（前年同期比2.5％減）、営業利益21億７百万円（同39.0％

減）、経常利益27億58百万円（同29.5％減）、税金等調整前中間純利益21億77百万円（同10.8％減）、中間純利益10

億79百万円（同6.3％減）となりました。また、１株当たり中間純利益は前中間連結会計期間の56.26円に対し、52.73

円となりました。

（ご参考）

（株）サザビーリーグ単体の当中間会計期間は、売上高211億51百万円（前年同期比14.2％減）、営業利益21億72百

万円（同25.2％減）、経常利益23億86百万円（同21.9％減）、税引前中間純利益19億９百万円（同10.7％増）、中

間純利益11億3百万円（同23.2％増）となりました。また、１株当たり中間純利益は53.87円となりました。

＊前中間会計期間には既に契約を終了したバッグのライセンス事業の売上高44億55百万円が計上されております。

（セグメント別事業の状況）

①　LIFESTYLE VALUE CREATION

　売上高　138億41百万円（前年同期比2.1％増）

②　BRAND INCUBATION

　　売上高　158億92百万円（同13.3％減）

　　●単体　売上高73億円（同34.1％減）

　　●連結子会社　売上高85億91百万円（同18.7％増）

③　GLOBAL BRAND ALLIANCE

　　売上高　80億92百万円（同17.4％増）

＊連結消去後の金額にて記載しております。

(2) 財政状態

 （当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況）

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ56億65百万円減少し、115億21百

万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ収入が21億52百万円減少（前年同期比96.4％減）し、79

百万円の収入となりました。これは営業利益が13億46百万円減少したこと及びたな卸資産の増減額が５億93百万円

増加したことや仕入債務の増加額が２億28百万円減少したことによる支出の増加があったこと等によるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ支出が106億42百万円減少し、７億31百万円の支出となり

ました。これは主に有形固定資産の売却による収入が21億32百万円減少した一方で、有価証券の償還による収入が

33億円あり、定期預金の純増加による支出が47億円、有価証券の取得による支出が40億円それぞれ減少したこと等

によるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比べ支出が31億31百万円増加（同166.5％増）し、50億12百万

円の支出となりました。これは主に短期借入金の純減少による支出が５億20百万円減少した一方で、長期借入金の

返済による支出が35億23百万円増加したこと等によるものです。
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(3) 通期の業績の見通し

　当連結会計年度の業績の見通しについては、前連結会計年度に契約を終了したバッグのライセンス事業の収益の

減少ならびに本格的な新規事業の立ち上げによる先行投資により、単体・連結共に営業利益・経常利益は期首の時

点では減益を想定しておりました。単体・連結ともに直近までの状況を勘案の上、下記のとおり業績予想を修正い

たします。

 

①単体の業績予想の修正に関して

　今回、直近までの状況を勘案の上、売上高の見込みを若干修正いたしますが、営業利益等に関してはほぼ期首想

定どおり推移する見通しです。前連結会計年度に契約を終了したバッグのライセンス事業の収益減少の影響は、最

小限でとどまる見込みです。

 

②連結の業績予想の修正に関して

　前連結会計年度に設立した新規子会社３社の売上高が期首想定に対し未達成であり、これに伴い当該子会社の営

業損失が当初より拡大する見込みであること等から、子会社11社合計の収益予想を修正いたします。

これらの状況を踏まえ、通期の連結業績の見通しにつきましては、売上高821億88百万円（前期比1.9％増）、

営業利益59億62百万円（同13.0％減）、経常利益70億78百万円（同9.2％減）、当期純利益33億19百万円（同12.3％

減）を見込んでおります。

（ご参考）

　株式会社サザビーリーグ単体の通期の業績見通しにつきましては、売上高461億26百万円（前期比8.8％減）、営

業利益57億64百万円（同3.7％減）、経常利益61億円（同2.4％減）、当期純利益32億44百万円（同39.1％増）を見

込んでおります。

 

＊業績予想の修正に関する詳しい内容に関しては、平成18年11月16日付の「平成19年３月期業績予想の修正につい

て」のプレスリリースをご確認ください。

(4) 事業等のリスク

　　The SAZABY LEAGUEの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主要事項は以下のとおりです。

     ①The SAZABY LEAGUEの事業戦略（セグメント別）に関して

　　  ●LIFESTYLE VALUE CREATION

　　　　当戦略の主要事業はリビングおよび飲食関連事業です。これらの事業は一般的に市場への参入障壁が低く、個

　　　人経営から異業種の参入まで競合となりえる対象が多様かつ広範囲に及びます。当社の提案するライフスタイル

　　　の専門性が競合他社と比べ劣化した場合、また顧客のニーズに対して魅力が薄れた場合、当事業の経営成績に影

　　　響を及ぼす可能性があります。

　　  ●BRAND INCUBATION

　　　　当戦略の主要事業は、アパレル・バッグ・アクセサリー等の事業です。これらの事業は一般的に時代性や国内

　　　外のファッションの潮流に影響を受けやすく、特に日本市場の特徴である一過性（ブームによる過熱感）の環境

　　　は収益の状況を大きく左右します。

　　　　当戦略においては、ブランドマネジメント上、事業の特性から判断し一定の出店規模にとどめ、ブランド価値

　　　の維持・向上に努めております。また戦略上、成熟したブランドの進化（リブランディング）と新規事業の開発

　　　と成功が収益拡大に必要な条件となります。

　　　　従いまして時代性やファッションの変化への対応が迅速にできなかった場合や新規事業の成功確立が低下した

　　　場合、当事業の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

　　  ●GLOBAL BRAND ALLIANCE

　　　　当戦略の特徴は、企業理念や経営に対する価値観を共有できる国内外とのパートナーとのハンズオンで経営に

　　　臨む点にあります。当社ではこれらのパートナーと緊密な関係を維持するよう常に努力しておりますが、不測の

　　　事態によりパートナーとの経営が継続できない状況が発生した場合、当事業の経営成績に影響を及ぼす可能性が

　　　あります。
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     ②ライセンス契約に関して

　　　 当社はThe SAZABY LEAGUEの戦略軸のGLOBAL BRAND ALLIANCEの一環として、戦略的パートナーからライセンス

     許諾を受け、一部事業を展開しております。これらの事業により当社は、ライセンス商品販売による売上を得て

     おります。当社ではこれらのパートナーとの緊密な関係を維持するよう常に努力しておりますが、不測の事態に

     よりパートナーとの運営が継続できない状況が発生した場合、当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があ

     ります。

　　　 また今後も国内外の優良なブランドとの事業提携の可能性を検討してまいりますが、新規のライセンスや事業

     が常に成功するとは限らず、この場合においても当社の業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

（将来予想に関する記載について）

　本資料には平成18年11月16日時点における当社及び関係会社の計画・見通し・経営戦略に基づいた「将来予測に関

する記載」が含まれております。そのため経済情勢の変動等に伴うリスクや不確定要因により本資料における業績予

想などの将来予測に関する記載が実際の業績と異なる可能性があります。

－ 10 －



４．中間連結財務諸表等
(1）中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 20,323,421 15,623,552 20,687,359

２．受取手形
及び売掛金

5,936,974 5,594,761 5,874,273

３．有価証券 － 2,997,989 3,995,905

４．たな卸資産 4,505,550 5,778,728 4,642,500

５．その他 1,780,574 1,565,473 1,272,114

　　貸倒引当金 △48,542 △36,798 △43,233

流動資産合計 32,497,980 48.9 31,523,707 48.0 36,428,918 52.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

（１）建物
及び構築物

6,855,734 7,464,216 7,335,902

　　　減価償却
累計額

2,774,551 4,081,182 3,002,560 4,461,655 2,912,848 4,423,054

（２）土地 347,780 347,780 347,780

（３）建設仮勘定 63,420 81,877 42,321

（４）その他 2,138,103 2,379,553 2,285,667

　　　減価償却
累計額

1,410,397 727,706 1,495,270 884,282 1,483,105 802,562

有形固定資産合計 5,220,089 7.9 5,775,595 8.8 5,615,717 8.0

２．無形固定資産

（１）ソフトウェア 659,879 812,237 668,983

（２）その他 116,238 107,049 110,251

無形固定資産合計 776,118 1.2 919,287 1.4 779,234 1.1

３．投資その他の資産

（１）投資有価証券 6,372,093 5,113,366 5,464,297

（２）関係会社株式 8,482,445 9,388,485 8,852,686

（３）敷金
及び保証金

6,720,780 7,049,380 6,947,432

（４）その他 6,430,559 5,851,900 5,724,057

投資
その他の資産計

28,005,878 42.0 27,403,132 41.8 26,988,474 38.7

固定資産合計 34,002,086 51.1 34,098,015 52.0 33,383,426 47.8

資産合計 66,500,067 100.0 65,621,722 100.0 69,812,345 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形
及び買掛金

4,205,588 3,716,346 3,653,000

２．短期借入金 5,264,396 1,738,946 5,949,396

３．未払法人税等 1,316,267 1,457,295 1,899,498

４．未払費用 3,436,179 3,587,634 3,702,943

５．賞与引当金 744,195 890,215 518,538

６．役員賞与引当金 － 77,850 －

７．その他 629,281 982,690 1,065,543

流動負債合計 15,595,907 23.4 12,450,978 19.0 16,788,921 24.0

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 2,163,620 1,214,674 1,556,422

２．退職給付引当金 211,908 242,923 224,237

３．役員退職慰労
引当金

1,051,518 1,063,119 1,064,394

４．その他 353,339 298,668 353,339

固定負債合計 3,780,386 5.7 2,819,386 4.3 3,198,393 4.6

負債合計 19,376,294 29.1 15,270,364 23.3 19,987,315 28.6
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前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

（平成18年３月31日現在）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（少数株主持分）

少数株主持分 168,847 0.3 － － 183,623 0.3

（資本の部）

Ⅰ　資本金 4,593,973 6.9 － － 4,593,973 6.6

Ⅱ　資本剰余金 5,752,323 8.7 － － 5,752,323 8.2

Ⅲ　利益剰余金 38,291,764 57.6 － － 40,923,521 58.6

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

158,602 0.2 － － 213,598 0.3

Ⅴ　自己株式 △1,841,737 △2.8 － － △1,842,009 △2.6

資本合計 46,954,925 70.6 － － 49,641,406 71.1

負債、少数株主持分
及び資本合計

66,500,067 100.0 － － 69,812,345 100.0

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 4,593,973 7.0 － －

２　資本剰余金  － － 5,752,323 8.8 － －

３　利益剰余金  － － 41,347,124 63.0 － －

４　自己株式  － － △1,842,009 △2.8 － －

株主資本合計  － － 49,851,411 76.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券
評価差額金

 － － 180,397 0.3 － －

２　繰延ヘッジ損益  － － 110,814 0.1 － －

評価・換算差額等
合計

 － － 291,212 0.4 － －

Ⅲ　少数株主持分  － － 208,733 0.3 － －

純資産合計  － － 50,351,358 76.7 － －

負債純資産合計  － － 65,621,722 100.0 － －

－ 13 －



(2）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 38,779,285 100.0 37,826,343 100.0 80,671,154 100.0

Ⅱ　売上原価 12,855,446 33.2 12,470,324 33.0 26,754,665 33.2

売上総利益 25,923,839 66.8 25,356,018 67.0 53,916,489 66.8

Ⅲ　営業収入 78,457 0.2 42,398 0.1 123,444 0.2

営業総利益 26,002,296 67.0 25,398,416 67.1 54,039,934 67.0

Ⅳ　販売費
及び一般管理費

１．販売物流費 782,339 790,300 1,639,053

２．包装費 277,833 278,576 624,885

３．支払
ロイヤリティー

340,899 106,199 613,593

４．家賃 6,770,351 6,935,764 14,269,987

５．広告宣伝費 546,048 674,933 1,266,197

６．役員報酬 177,850 179,200 420,838

７．給与手当 6,861,645 6,920,750 15,296,139

８．賞与引当金繰入額 744,195 890,215 518,538

９．役員賞与引当金
繰入額 

－ 77,850 －

10．退職給付費用 11,662 31,454 22,631

11．役員退職慰労
引当金繰入額

33,532 22,206 46,779

12．法定福利厚生費 942,441 976,383 2,056,826

13．通勤費 433,037 414,178 855,610

14．水道光熱費 548,364 543,022 1,067,045

15．保険料 82,860 83,943 110,255

16．減価償却費 478,031 510,416 1,000,249

17．その他 3,517,401 22,548,497 58.1 3,855,694 23,291,089 61.5 7,375,722 47,184,354 58.5

営業利益 3,453,798 8.9 2,107,327 5.6 6,855,579 8.5

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息 20,801 43,834 64,640

２．受取配当金 1,309 1,226 1,762

３．業務委託報酬 19,473 21,892 55,284

４．投資利益 22,470 28,608 44,819

５．持分法による
投資利益

341,336 510,483 711,577

６．その他 117,812 523,204 1.3 89,056 695,100 1.8 179,488 1,057,572 1.3

Ⅵ　営業外費用

１．支払利息 49,125 28,063 90,053

２．業務委託手数料 5,794 4,710 11,480

３．その他 10,201 65,120 0.2 11,519 44,292 0.1 19,667 121,200 0.1

経常利益 3,911,882 10.0 2,758,135 7.3 7,791,951 9.7

－ 14 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 7,327 6,434 12,635

２．固定資産売却益 ※1 990,261 － 990,261

３. その他  491 998,079 2.7 － 6,434 0.0 1,367,913 2,370,810 2.9

Ⅷ　特別損失

１．固定資産除却損 ※2 209,297 381,112 411,568

２. 役員退職慰労金  － 176,518 －

３．減損損失 ※3 2,110,435 － 2,110,435

４．その他 148,589 2,468,321 6.3 29,253 586,884 1.5 208,553 2,730,556 3.4

税金等調整前中間
（当期）純利益

2,441,641 6.4 2,177,685 5.8 7,432,204 9.2

法人税、住民税
及び事業税

1,271,854 1,231,644 3,515,496

法人税等調整額 △9,847 1,262,007 3.3 △158,939 1,072,704 2.8 90,540 3,606,037 4.5

少数株主利益
（控除）

27,415 0.1 25,110 0.1 42,191 0.0

中間（当期）
純利益

1,152,218 3.0 1,079,870 2.9 3,783,976 4.7

(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 5,752,323 5,752,323

Ⅱ　資本剰余金
中間期末（期末）残高

5,752,323 5,752,323

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 37,612,921 37,612,921

Ⅱ　利益剰余金増加高

　　中間（当期）純利益 1,152,218 1,152,218 3,783,976 3,783,976

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 358,375 358,375

２．役員賞与 115,000 473,375 115,000 473,375

Ⅳ　利益剰余金
中間期末（期末）残高

38,291,764 40,923,521

－ 15 －



中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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

平成18年３月31日　残高

（千円）
4,593,973 5,752,323 40,923,521 △1,842,009 49,427,808

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による利益配当   △460,767  △460,767

利益処分による役員賞与   △195,500  △195,500

中間純利益   1,079,870  1,079,870

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 423,603 － 423,603

平成18年９月30日　残高

（千円）
4,593,973 5,752,323 41,347,124 △1,842,009 49,851,411

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等

合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
213,598 － 213,598 183,623 49,825,030

中間連結会計期間中の変動額

利益処分による利益配当     △460,767

利益処分による役員賞与     △195,500

中間純利益     1,079,870

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△33,200 110,814 77,614 25,110 102,724

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△33,200 110,814 77,614 25,110 526,327

平成18年９月30日　残高

（千円）
180,397 110,814 291,212 208,733 50,351,358

－ 16 －



(4）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

税金等調整前

中間（当期）純利益
2,441,641 2,177,685 7,432,204

減価償却費 478,031 510,416 1,000,249

減損損失 2,110,435 － 2,110,435

持分法による投資利益 △341,336 △510,483 △711,577

長期前払費用償却額 119,645 121,751 247,091

貸倒引当金の減少額 △7,327 △6,434 △12,635

退職給付引当金の増加額 16,321 18,686 28,649

役員退職慰労引当金の減少額 △40,184 △1,275 △27,308

賞与引当金の増加額

（△減少額）
181,127 371,676 △44,529

役員賞与引当金の増加額 － 77,850 －

有形固定資産除却損 209,297 381,112 411,568

固定資産売却益 △990,261 － △990,261

固定資産売却損 131,901 － －

受取利息及び受取配当金 △22,111 △45,060 △66,402

支払利息 49,125 28,063 90,053

外国為替差損益 129 391 6

売上債権の減少額 442,508 279,511 505,210

たな卸資産の増加額 △542,962 △1,136,228 △679,911

前払年金費用の減少額

（△増加額）
△15,408 2,572 △187,393

仕入債務の増加額（△減少額） 292,103 63,346 △260,484

預り金の増加額

（△減少額）
△147,791 △33,776 54,483

未払金の減少額 △36,235 △40,361 △34,660

未払費用の増加額

（△減少額）
△163,684 △130,357 103,080

未払消費税等の減少額 △67,444 △12,806 △40,156

役員賞与の支払額 △115,000 △195,500 △115,000

その他 △285,237 △266,179 △163,482

小計 3,697,282 1,654,598 8,649,227

利息及び配当金の受取額 75,754 126,306 109,701

利息の支払額 △48,334 △30,625 △89,187

法人税等の支払額 △1,492,316 △1,670,468 △3,159,411

営業活動による
キャッシュ・フロー

2,232,386 79,811 5,510,329

－ 17 －



前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

有価証券の取得による支出 △4,000,000 － △5,997,340

有価証券の償還による収入 － 3,300,000 －

有価証券の売却等による収入 24,933 － 52,404

有形固定資産の取得による支出 △439,174 △823,779 △1,320,787

有形固定資産の売却による収入 2,135,396 2,638 2,193,928

無形固定資産の取得による支出 △54,107 △272,763 －

短期貸付金の増加額 △19,366 － －

長期貸付金による支出 △10,000 － △33,000

長期貸付金の回収による収入 14,998 12,070 28,278

長期前払費用の支払による支出 △98,096 △45,929 △232,515

敷金・保証金等の支払による

支出
△601,528 △316,748 △956,998

敷金・保証金の返還による収入 367,811 92,483 1,009,788

保険積立金の支払による支出 △37,090 △35,671 △74,118

保険積立金の満期による収入 350 － 554,165

定期預金の純増額 △7,300,000 △2,600,000 △4,500,000

長期性預金の預入による支出 △1,000,000 － △1,000,000

預り保証金の入金による収入 84,792 － 84,792

預り保証金の返還による支出 △359,879 △54,671 △359,879

その他の支出額 △87,554 △12,999 △120,207

その他の収入額 4,047 23,761 105,277

投資活動による
キャッシュ・フロー

△11,374,466 △731,611 △10,566,214

Ⅲ　財務活動による
キャッシュ・フロー

短期借入金の純減少額 △1,100,000 △580,000 △650,000

長期借入金の返済による支出 △448,668 △3,972,198 △820,866

親会社による配当金の支払額 △358,408 △460,762 △358,984

自己株式買取による支出 － － △272

少数株主からの払込による収入 26,100 － 26,100

財務活動による
キャッシュ・フロー

△1,880,976 △5,012,960 △1,804,022

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額等

△129 △391 △6

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

△11,023,185 △5,665,151 △6,859,913

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

24,046,607 17,186,693 24,046,607

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

13,023,421 11,521,542 17,186,693

－ 18 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

　子会社11社はすべて連結されております。

　連結子会社の名称は㈱キハチアンドエス、

㈱ファーイーストカンパニー、アメリカン 

ラグ シー ジャパン㈱、㈱エストネーショ

ン、アンド エー㈱、㈱タアコバ、㈱アリス

トフロー、㈱バリバレジャポン、㈱ピナ、

㈱ヴィアンドエス及び㈱アイエスエルであ

ります。

　なお㈱ピナ及び㈱ヴィアンドエスは、平

成17年６月、㈱アイエスエルは、平成17年

９月に設立したため、当中間連結会計期間

より連結の範囲に含めております。

１．連結の範囲に関する事項

　子会社11社はすべて連結されております。

　連結子会社の名称は㈱キハチアンドエス、

㈱ファーイーストカンパニー、アメリカン 

ラグ シー ジャパン㈱、㈱エストネーショ

ン、アンド エー㈱、㈱タアコバ、㈱アリス

トフロー、㈱バリバレジャポン、㈱ピナ、

㈱ヴィアンドエス及び㈱アイエスエルであ

ります。

１．連結の範囲に関する事項

　子会社11社はすべて連結しております。

　連結子会社の名称は㈱キハチアンドエス、

㈱ファーイーストカンパニー、アメリカン 

ラグ シー ジャパン㈱、㈱エストネーショ

ン、アンド エー㈱、㈱タアコバ、㈱アリス

トフロー、㈱バリバレジャポン、㈱ピナ、

㈱ヴィアンドエス及び㈱アイエスエルであ

ります。

　上記のうち、㈱ピナ、㈱ヴィアンドエス、

㈱アイエスエルの３社は、当連結会計年度

において新たに設立したため、連結の範囲

に含めております。

２．持分法の適用に関する事項

　関連会社１社に持分法を適用しておりま

す。

　持分法適用会社の名称はスターバック

ス コーヒー ジャパン㈱であります。

２．持分法の適用に関する事項

同左

２．持分法の適用に関する事項

同左

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

　連結子会社11社の中間決算日は８月31日

であります。

　中間連結財務諸表の作成にあたっては、

同中間決算日現在の中間財務諸表を使用し、

中間連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行ってお

ります。

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項

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11社の決算日は２月28日であ

ります。

　連結財務諸表の作成にあたっては、同決

算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については、連

結上必要な調整を行っております。

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

ａ　有価証券

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

ａ　有価証券

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

ａ　有価証券

イ　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

イ　満期保有目的の債券

同左

イ　満期保有目的の債券

同左

ロ　その他有価証券

(イ）時価のあるもの

　中間決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定）

ロ　その他有価証券

(イ）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）

ロ　その他有価証券

(イ）時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）

(ロ）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及

びそれに類する組合への出資（証

券取引法第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、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。

(ロ）時価のないもの

同左

(ロ）時価のないもの

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ｂ　デリバティブ

時価法

ｂ　デリバティブ

同左

ｂ　デリバティブ

同左

ｃ　たな卸資産

イ　商品

ｃ　たな卸資産

イ　商品

ｃ　たな卸資産

イ　商品

(イ）バッグ、雑貨、家具他

総平均法による原価法

(イ）バッグ、雑貨、家具他

同左

(イ）バッグ、雑貨、家具他

同左

(ロ）食品

　最終仕入原価法

(ロ）食品

同左

(ロ）食品

同左

ロ　貯蔵品

最終仕入原価法

ロ　貯蔵品

同左

ロ　貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

ａ　有形固定資産

定率法

　なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

ａ　有形固定資産

同左

ａ　有形固定資産

同左

建物及び構築物　８～18年

ｂ　無形固定資産

イ　自社利用のソフトウェア

　社内における見込利用可能期間（５

年）に基づく定額法

ｂ　無形固定資産

イ　自社利用のソフトウェア

同左

ｂ　無形固定資産

イ　自社利用のソフトウェア

同左

ロ　その他の無形固定資産

定額法

ロ　その他の無形固定資産

同左

ロ　その他の無形固定資産

同左

ｃ　長期前払費用

定額法

ｃ　長期前払費用

同左

ｃ　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準

ａ　貸倒引当金

　債権の貸倒れ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勘案し、回

収不能見込額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

ａ　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

ａ　貸倒引当金

同左

ｂ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

会社支給見積額のうち当中間期対応分

を計上しております。

ｂ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

支給見積額のうち当中間連結会計期間

対応分を計上しております。

ｂ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、

会社支給見積額のうち当期対応分を計

上しております。

ｃ　　　――――――――― ｃ　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、支給

見込額のうち当中間連結会計期間対応

分を計上しております。

ｃ　　　――――――――― 
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

ｄ　退職給付引当金

　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

及び年金資産の見込額に基づき、当中

間連結会計期間末において発生してい

ると認められる額を計上しております。

　過去勤務債務は、その発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法により、

按分した額を処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から処理して

おります。

　また、一部の連結子会社については

簡便法を適用しております。

ｄ　退職給付引当金

同左

ｄ　退職給付引当金

　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

及び年金資産の見込額に基づき、計上

しております。

 過去勤務債務は、その発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（５年）による定額法により、

按分した額を処理しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から処理して

おります。

　また、一部の連結子会社については

簡便法を適用しております。

ｅ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく中間期末要支給額を

計上しております。    

　また、執行役員（従業員に限る。）

についても、中間期末要支給額を計上

しており、役員退職慰労引当金に含め

て表示しております。

　ただし、連結子会社については、内

規がないため、引当金を設定しており

ません。

ｅ　役員退職慰労引当金

同左

ｅ　役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。

　また、執行役員（従業員に限る。）

についても、期末要支給額を計上して

おり、役員退職慰労引当金に含めて表

示しております。

　ただし、連結子会社については、内

規がないため、引当金を設定しており

ません。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直

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。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

同左

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通

貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

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。

(5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左
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前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方法

ａ　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。ただし、為替変動リスク

のヘッジについて振当処理の要件を充

たしている場合には振当処理を、金利

スワップについて特例処理の要件を充

たしている場合には特例処理を採用し

ております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

ａ　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。ただし、金利スワップに

ついて特例処理の要件を充たしている

場合には特例処理を採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

ａ　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。ただし、為替変動リスク

のヘッジについて振当処理の要件を充

たしている場合には振当処理を、金利

スワップについて特例処理の要件を充

たしている場合には特例処理を採用し

ております。

ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象 ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象 ｂ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金

ヘッジ手段 ヘッジ対象

金利スワップ 借入金

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約 外貨建金銭債

務

金利スワップ 借入金

ｃ　ヘッジ方針

　外貨建取引の為替相場変動リスクを

回避する目的で、取締役会決議に基づ

き、一定の範囲内でヘッジ取引を行っ

ております。

　また、借入金の金利変動リスクを回

避する目的で、取締役会決議に基づき、

個別契約ごとにヘッジ取引を行ってお

ります。

ｃ　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する

目的で、取締役会決議に基づき、個別

契約ごとにヘッジ取引を行っておりま

す。

ｃ　ヘッジ方針

　外貨建取引の為替相場変動リスクを

回避する目的で、取締役会決議に基づ

き、一定の範囲内でヘッジ取引を行っ

ております。

　また、借入金の金利変動リスクを回

避する目的で、取締役会決議に基づき、

個別契約ごとにヘッジ取引を行ってお

ります。

ｄ　ヘッジ有効性の評価

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計と、ヘッジ手段のキャッ

シュ・フローの変動の累計を、半期ご

とに比較し、両者の変動額等を基礎に

してヘッジ有効性を評価しております。

ただし、振当処理によっている為替予

約等及び特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省

略しております。

ｄ　ヘッジ有効性の評価

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計と、ヘッジ手段のキャッ

シュ・フローの変動の累計を、半期ご

とに比較し、両者の変動額等を基礎に

してヘッジ有効性を評価しております。

ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省

略しております。

ｄ　ヘッジ有効性の評価

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの

変動の累計と、ヘッジ手段のキャッ

シュ・フローの変動の累計を、半期ご

とに比較し、双方の変動額等を基礎に

してヘッジ有効性を評価しております。

ただし、振当処理によっている為替予

約及び特例処理によっている金利スワッ

プについては、有効性の評価を省略し

ております。

(7）その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(7）その他中間連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

(7）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

消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

５．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、随時引き出し可能な預金及び

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取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左 同左
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中間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

前中間連結会計期間

（自　平成17年４月１日

至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成

15年10月31日）が平成17年４月１日以降に開

始する連結会計年度から実施されることに

なったことに伴い、当中間連結会計期間から

同会計基準及び同適用指針を適用しておりま

す。

　これにより税金等調整前中間純利益は

2,110,435千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後

の中間連結財務諸表規則に基づき資産の金額

から直接控除しております。

（退職給付引当金に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より「『退職給付に係

る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第

３号　平成17年３月16日）及び「『退職給付

に係る会計基準』の一部改正に関する適用指

針」（企業会計基準適用指針第７号　平成17

年３月16日）を適用しております。これによ

り、営業利益、経常利益及び税金等調整前中

間純利益は40,887千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間連結会計期間より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第

８号　平成17年12月９日）を適用しておりま

す。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額

は50,031,809千円であります。

　なお、これによる損益への影響はありませ

ん。

　また、中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結財務諸

表は改正後の中間連結財務諸表規則により作

成しております。

（役員賞与に関する会計基準）

　役員賞与につきましては、従来、株主総会

決議時に未処分利益の減少として処理してお

りましたが、当中間連結会計期間より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第

４号　平成17年11月29日）を適用し、発生し

た会計期間の費用として処理してておりま

す。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金

等調整前中間純利益は、それぞれ77,850千円

減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。

（固定資産の減損に係る会計基準）

　固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会平成14年８月９日））

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第６号　平成

15年10月31日）が平成17年４月１日以降に開

始する連結会計年度から実施されることに

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適用しておりま

す。

　これにより税金等調整前当期純利益は

2,110,435千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。

　また、減損損失累計額については、改正後

の連結財務諸表規則に基づき資産の金額から

直接控除しております。

（退職給付会計に係る会計基準）

　当連結会計年度より「『退職給付に係る会

計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号

　平成17年３月16日）及び「『退職給付に係

る会計基準』の一部改正に関する適用指針」

（企業会計基準適用指針第７号　平成17年３

月16日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は81,774千円増加しており

ます。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間連結貸借対照表）

 証券取引法及び証券取引法施行令が改正され、一定の匿名組合の契

約上の権利が証券取引法上の有価証券として取り扱われることとなっ

たことから、投資その他の資産「その他」のうち、証券取引法上の

有価証券に該当するもの（前中間連結会計期間　306,942千円、当中

間連結会計期間　300,221千円）については、当中間連結会計期間よ

り投資その他の資産の「投資有価証券」として表示しております。

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　投資活動によるキャッシュ・フローの「有価証券の売却等による

収入」は、当中間連結会計期間において、金額的重要性が乏しくなっ

たため「その他の収入額」に含めて表示することとしました。

　なお、当中間連結会計期間の「その他の収入額」に含まれている

「有価証券の売却等による収入」は、23,761千円であります。

（中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産売却益」及び「固

定資産売却損」は前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示し

ておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間連結会計期間にの「その他」に含まれている「固定

資産売却益」及び「固定資産売却損」は、それぞれ942千円および

1,018千円であります。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度
（平成18年３月31日現在）

１．保証債務 １．保証債務 １．保証債務

　連結子会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っています。

　連結子会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っています。

　連結子会社以外の会社の金融機関等から

の借入に対し、債務保証を行っています。

スターバックス コー

ヒー ジャパン㈱
1,018,750千円

スターバックス コー

ヒー ジャパン㈱
708,250千円

スターバックス コー

ヒー ジャパン㈱
783,500千円

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物

土地

16,149

974,111

千円

千円

計 990,261千円

 ※２．　　―――――――――

 

 

 

 

 

 ※３．減損損失

　当中間連結会計期間において、当グルー

プは以下の資産グループについて減損損失

を計上しました。

場所 用途 種類

福岡県福岡市 遊休資産 土地

北海道札幌市 遊休資産 土地

栃木県矢板市 遊休資産 土地

　当グループは、ブランド単位でグルーピ

ングを行っております。

　グルーピングの単位である各ブランドに

おいては、減損の兆候がありませんでした

が、遊休資産である土地については時価が

著しく下落し、不動産鑑定評価基準に基づ

く鑑定評価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（2,110,435千円）として特別損失に

計上しました。

　その内訳は、福岡県福岡市2,083,235千円、

北海道札幌市11,800千円、栃木県矢板市

15,400千円であります。 

※１．　　―――――――――

 

 

 ※２．固定資産除却損の内訳

　建物 308,237千円

　什器備品 26,811千円

　ソフトウェア 26,247千円

　長期前払費用 19,815千円

計 381,112千円

 

※３．　　―――――――――

※１．固定資産売却益の内訳

建物及び構築物

土地

16,149

974,111

千円

千円

計 990,261千円

 ※２．固定資産除却損の内訳

建物 339,277千円

構築物 3,499千円

什器備品 49,502千円

ソフトウェア 4,140千円

長期前払費用 15,148千円

計 411,568千円

 ※３．減損損失

　当連結会計年度において、当グループは

以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。

場所 用途 種類

福岡県福岡市 遊休資産 土地

北海道札幌市 遊休資産 土地

栃木県矢板市 遊休資産 土地

　当グループは、ブランド単位でグルーピ

ングを行っております。

　グルーピングの単位である各ブランドに

おいては、減損の兆候がありませんでした

が、遊休資産である土地については時価が

著しく下落し、不動産鑑定評価基準に基づ

く鑑定評価額まで減額し、当該減少額を減

損損失（2,110,435千円）として特別損失に

計上しました。

　その内訳は、福岡県福岡市2,083,235千円、

北海道札幌市11,800千円、栃木県矢板市

15,400千円であります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 20,939,200 － － 20,939,200

合計 20,939,200 － － 20,939,200

自己株式

普通株式 460,664 － － 460,664

合計 460,664 － － 460,664

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．配当に関する事項

配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月20日

定時株主総会
普通株式 460,767

普通配当 17.5

特別配当　5.0
平成18年３月31日 平成18年６月20日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

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

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金 20,323,421千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△7,300,000千円

現金及び現金同等物 13,023,421千円

現金及び預金 15,623,552千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△7,100,000千円

取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する

短期投資（有価証券）

2,997,989千円

現金及び現金同等物 11,521,542千円

現金及び預金 20,687,359千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△4,500,000千円

有価証券（現金同等物） 999,334千円

現金及び現金同等物 17,186,693千円
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①　リース取引

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

（前中間連結会計期間）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

中間連結貸借対照表計上

額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）社債 5,693,224 5,671,165 △22,059

合計 5,693,224 5,671,165 △22,059

２．その他有価証券で時価のあるもの

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上

額（千円）
差額（千円）

(1）株式 88,305 355,448 267,142

合計 88,305 355,448 267,142

３．時価評価されていない主な有価証券（上記１．を除く）

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式

匿名組合出資金

23,200

300,221
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（当中間連結会計期間）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表計上

額（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）社債 398,062 389,036 △9,026

(2）その他 6,997,989 6,860,745 △137,244

合計 7,396,051 7,249,781 △146,270

２．その他有価証券で時価のあるもの

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計上

額（千円）
差額（千円）

(1）株式 88,305 392,159 303,853

合計 88,305 392,159 303,853

３．時価評価されていない主な有価証券（上記１．を除く）

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式

匿名組合出資金

23,200

299,945
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（前連結会計年度）

有価証券

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

(1）社債 1,697,148 1,684,245 △12,903

(2）その他 6,996,675 6,817,831 △178,843

合計 8,693,823 8,502,076 △191,747

２．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

(1）株式 88,305 448,080 359,775

合計 88,305 448,080 359,775

３．時価評価されていない主な有価証券（上記１．を除く）

前連結会計年度末（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式

匿名組合出資金

 

23,200

295,098
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③　デリバティブ取引

（前中間連結会計期間）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

 　通貨  オプション取引 670,663 11,813 7,490

　（注）　1.　時価の算定方法

　　当中間連結会計期間末の時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

2.　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。　

（当中間連結会計期間）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

 　通貨  オプション取引 888,890 9,587 16,363

　（注）　1.　時価の算定方法

　　当中間連結会計期間末の時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

2.　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。　

（前連結会計年度）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

対象物の種類 取引の種類 契約額(千円) 時価(千円) 評価損益(千円)

 　通貨  オプション取引 998,495 4,843 8,490

　（注）　1.　時価の算定方法

　　　　　　　期末の時価は、取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。

　　　　　2.　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。
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④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

（前中間連結会計期間）

LIFESTYLE
VALUE

CREATION
（千円）

BRAND
INCUBATION

 
（千円）

GLOBAL
BRAND

ALLIANCE
（千円）

計（千円）
消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高・営業収入

(1）外部顧客に対する

売上高・営業収入
13,563,910 18,322,638 6,892,736 38,779,285 78,457 38,857,742

(2）セグメント間の

内部売上高・営業収入
1,321 1,324 5,201 7,847 △7,847 －

計 13,565,231 18,323,963 6,897,938 38,787,133 70,609 38,857,742

営業費用 11,866,227 15,552,992 6,651,636 34,070,856 1,333,087 35,403,943

営業利益 1,699,003 2,770,970 246,302 4,716,276 △1,262,478 3,453,798

　（注）１．事業区分の方法

事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。

（事業区分の変更）

　事業区分につきましては、従来、「衣」「住」「食」の３区分としていましたが、事業戦略において用いて

いる区分に統一するため、当中間連結会計期間より区分方法を変更することとしました。

　新たな事業区分につきましては、当社グループの経営方針に照らし、より明確な情報提供を行うことを目的

として、「LIFESTYLE VALUE CREATION(ひとつ先のライフスタイルの創造)」「BRAND INCUBATION(様々なブラン

ドの創造と育成)＝100％出資子会社事業含む」「GROBAL BRAND ALLIANCE(グローバルな視点でのブランドコラ

ボレーション)」という３つの区分といたしました。

　なお、当中間連結会計期間のセグメント情報を、前中間連結会計期間において用いた事業区分の方法により

区分すると下記のようになります。

衣
（千円）

住 
（千円）

食
（千円）

計（千円）
消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高・営業収入

(1）外部顧客に対する

売上高・営業収入
20,342,862 7,443,297 10,993,124 38,779,285 78,457 38,857,742

(2）セグメント間の

内部売上高・営業収入
1,436 6,058 1,661 9,157 △9,157 －

計 20,344,299 7,449,356 10,994,786 38,788,442 69,300 38,857,742

営業費用 17,501,218 6,280,994 10,286,480 34,068,693 1,335,250 35,403,943

営業利益 2,843,080 1,168,362 708,305 4,719,749 △1,265,950 3,453,798

２．各事業区分に属する主要な商品の名称等

(1）LIFESTYLE VALUE CREATION

当社オリジナルブランドによる、雑貨、家具、飲食事業の展開

　　雑貨、家具事業：Afternoon Tea (Afternoon Tea LIVING)

　　飲食事業：Afternoon Tea (Afternoon Tea TEA ROOM) / SADEU

(2）BRAND INCUBATION

当社オリジナルブランドによる、アクセサリー事業の展開及び100％子会社でアパレル事業の展開

　　　　バッグ事業：SAZABY / VIASAZABY / agnès b.VOYAGE /agnès b.VOYAGE de luxe /

                BAGGAGEHANDLERS UNION

　　アクセサリー事業：agete / NOJESS / Ripeurb　

    アパレル関連事業：ANAYI / MANOUQUA / And A / ESTNATION
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(3）GLOBAL BRAND ALLIANCE

ブランドコラボレーションによる事業

　  飲食事業：KIHACHI

アパレル関連事業：AMERICAN RAG CIE / bali barret / Zadig & Voltaire

 ファッション関連事業：CAMPER / Valextra

　  ビューティサロン・ネイルサロン関連事業：TAACOBA

　  生花販売関連事業：JANE PACKER

３．売上高・営業収入のうち消去又は全社の項目に、ロイヤリティー収入等営業収入を含めております。なお、

この営業収入は、本社機能のサービス提供により獲得される収入でありますので、消去又は全社の項目に表

示しております。

４．当中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当中

間連結会計期間において用いた事業区分では1,340,935千円、前中間連結会計期間において用いた事業区分で

は1,344,647千円であり、その主なものは、ロイヤリティー収入等獲得のための人件費等、親会社の本社総務

部及び経理部等の管理部門に係る費用であります。

 ５．「中間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」に記載のとおり、当中間連結会計期間より

「『退職給付会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号　平成17年３月16日）及び「『退職

給付会計に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号　平成17年３月16

日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営

業費用は、LIFESTYLE VALUE CREATIONが17,068千円、BRAND INCUBATIONが19,812千円減少し、営業利益が同

額増加しております。
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（当中間連結会計期間）

LIFESTYLE
VALUE

CREATION
（千円）

BRAND
INCUBATION

 
（千円）

GLOBAL
BRAND

ALLIANCE
（千円）

計（千円）
消去又は
全社

（千円）

連結
（千円）

売上高・営業収入

(1）外部顧客に対する

売上高・営業収入
13,841,871 15,892,466 8,092,005 37,826,343 42,398 37,868,741

(2）セグメント間の

内部売上高・営業収入
1,034 8,559 7,598 17,192 △17,192 －

計 13,842,905 15,901,025 8,099,604 37,843,535 25,206 37,868,741

営業費用 11,676,377 14,231,907 8,289,869 34,198,154 1,563,259 35,761,414

営業利益又は営業損失（△） 2,166,528 1,669,117 △190,265 3,645,380 △1,538,053 2,107,327

　（注）１．事業区分の方法

事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業区分に属する主要な商品の名称等

(1）LIFESTYLE VALUE CREATION

当社オリジナルブランドによる、雑貨、家具、飲食事業の展開

　　雑貨、家具事業：Afternoon Tea (Afternoon Tea LIVING)

　　飲食事業：Afternoon Tea (Afternoon Tea TEA ROOM) / SADEU

(2）BRAND INCUBATION

当社オリジナルブランドによる、アクセサリー事業の展開及び100％子会社でアパレル事業の展開

　　　　バッグ事業：SAZABY / VIASAZABY / BAGGAGEHANDLERS UNION

　　アクセサリー事業：agete / NOJESS / Ripeurb / SALVIATI

    アパレル関連事業：ANAYI / MANOUQUA / allureville /And A / ESTNATION

(3）GLOBAL BRAND ALLIANCE

ブランドコラボレーションによる事業

　  飲食事業：KIHACHI

アパレル関連事業：AMERICAN RAG CIE / bali barret / Zadig & Voltaire

 ファッション関連事業：CAMPER / Valextra

　  ビューティサロン・ネイルサロン関連事業：TAACOBA

　  生花販売関連事業：JANE PACKER

３．売上高・営業収入のうち消去又は全社の項目に、ロイヤリティー収入等営業収入を含めております。なお、

この営業収入は、本社機能のサービス提供により獲得される収入でありますので、消去又は全社の項目に表

示しております。

４．当中間連結会計期間における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は1,576,940

千円であり、その主なものは、ロイヤリティー収入等獲得のための人件費等、親会社の本社総務部及び経理

部等の管理部門に係る費用であります。

５．「中間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」に記載のとおり、当中間連結会計期間より

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当中間連結会計期間の営業費用は、BRAND INCUBATIONが6,600

千円、全社が71,250千円増加し、営業利益が同額減少しております。
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（前連結会計年度）

LIFESTYLE
VALUE

CREATION
（千円）

BRAND
INCUBATION

 
（千円）

GLOBAL
BRAND

ALLIANCE
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高・営業収入

(1）外部顧客に対する

売上高・営業収入
28,470,371 38,109,328 14,091,454 80,671,154 123,444 80,794,599

(2）セグメント間の

内部売上高・営業収入
2,246 2,331 8,988 13,566 △13,566 －

計 28,472,618 38,111,659 14,100,443 80,684,721 109,877 80,794,599

営業費用 24,734,076 32,292,503 13,932,174 70,958,754 2,980,265 73,939,019

営業利益 3,738,542 5,819,155 168,269 9,725,967 △2,870,388 6,855,579

　（注）１．事業区分の方法

事業の種類別セグメントは、内部管理上採用している区分によっております。

（事業区分の変更）

　事業区分につきましては、従来、「衣」「住」「食」の３区分としていましたが、事業戦略において用いて

いる区分に統一するため、当連結会計年度より区分方法を変更することとしました。

　新たな事業区分につきましては、当社グループの経営方針に照らし、より明確な情報提供を行うことを目的

として、「LIFESTYLE VALUE CREATION(ひとつ先のライフスタイルの創造)」「BRAND INCUBATION(様々なブラン

ドの創造と育成)＝100％出資子会社事業含む」「GROBAL BRAND ALLIANCE(グローバルな視点でのブランドコラ

ボレーション)」という３つの区分といたしました。

　なお、当連結会計年度のセグメント情報を、前連結会計年度において用いた事業区分の方法により区分する

と下記のようになります。

衣
（千円）

住
（千円）

食
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高・営業収入

及び営業利益

売上高・営業収入

(1）外部顧客に対する

売上高・営業収入
42,743,830 15,712,441 22,214,882 80,671,154 123,444 80,794,599

(2）セグメント間の

内部売上高・営業収入
2,790 13,353 8,453 24,597 △24,597 －

計 42,746,620 15,725,795 22,223,336 80,695,752 98,846 80,794,599

営業費用 36,984,335 13,289,298 20,692,622 70,966,256 2,972,763 73,939,019

営業利益 5,762,285 2,436,496 1,530,714 9,729,496 △2,873,916 6,855,579

２．各事業区分に属する主要な商品の名称等

(1）LIFESTYLE VALUE CREATION

　　当社オリジナルブランドによる、雑貨、家具事業及び飲食事業

　　　　雑貨、家具事業：Afternoon Tea

　　　　飲食事業：Afternoon Tea / SADEU

(2）BRAND INCUBATION

　　当社オリジナルブランドによる、バッグ事業、アクセサリー事業及び100％子会社によるアパレル事業

　　　　バッグ事業：SAZABY / VIASAZABY / BAGGAGEHANDLERS UNION

　　　　アクセサリー事業：agete / NOJESS / Ripeurb / SALVIATI

    　　アパレル関連事業：ANAYI / MANOUQUA / And A / ESTNATION
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(3）GLOBAL BRAND ALLIANCE

　　ブランドコラボレーションによる事業

　  　　飲食事業：KIHACHI

アパレル関連事業：AMERICAN RAG CIE / bali barret / Zadig & Voltaire

　　　　ファッション関連事業：CAMPER / Valextra

　  　　ビューティサロン・ネイルサロン関連事業：TAACOBA

　  　　生花販売関連事業：JANE PACKER

３．売上高・営業収入のうち消去又は全社の項目に、ロイヤリティー収入等営業収入を含めております。

なお、この営業収入は、本社機能のサービス提供により獲得される収入でありますので、消去又は全社の項

目に表示しております。

４．当連結会計年度における営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は2,993,615千

円であり、その主なものは、ロイヤリティー収入等獲得のための人件費等、親会社の本社総務部及び経理部

等の管理部門に係わる費用であります。

５．「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「会計処理方法の変更」に記載のとおり、当連結会

計年度より「『退職給付に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第３号　平成17年３月16日）及び

「『退職給付に係る会計基準』の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第７号　平成17年３

月16日）を適用しております。この変更に伴い従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業

費用は、LIFESTYLE VALUE CREATIONが39,280千円、BRAND INCUBATIONが33,241千円、全社が9,252千円減少し、

営業利益が同額増加しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において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該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において海外売上高は、連結売上高の10％未満

であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 2,292円88銭

１株当たり中間純利益 56円26銭

１株当たり純資産額 2,448円55銭

１株当たり中間純利益 52円73銭

１株当たり純資産額 2,414円52銭

１株当たり当期純利益 175円23銭

潜在株式調整後１株当たり中間純利益

については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

同左 潜在株式調整後１株当たり当期純利益

については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 1,152,218 1,079,870 3,783,976

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 195,500

（うち利益処分による役員賞与金） （－） （－） (195,500)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
1,152,218 1,079,870 3,588,476

期中平均株式数（千株） 20,478 20,478 20,478

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり中間（当期）純

利益の算定に含めなかった潜在株式

の概要

（新株予約権等） （新株予約権等） （新株予約権等）

普通株式　344千株 普通株式　237千株 普通株式　311千株

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．販売の状況
 （単位：千円）

セグメントの名称

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

 

LIFESTYLE VALUE CREATION

％ ％ ％

13,563,910 35.0 13,841,871 36.6 28,470,371 35.3

BRAND INCUBATION 18,322,638 47.2 15,892,466 42.0 38,109,328 47.2

GLOBAL BRAND ALLIANCE 6,892,736 17.8 8,092,005 21.4 14,091,454 17.5

合計 38,779,285 100.0 37,826,343 100.0 80,671,154 100.0
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