
          

 

平成 19 年 11 月 15 日 

各    位 

会 社 名   株式会社 サザビーリーグ 

代表者名   代表取締役社長   鈴木 陸三 

（ＪＡＳＤＡＱコード：７５５３） 

問合せ先   総務部マネージャー 中村 達也 

ＴＥＬ   （０３）５４１２－１８５８ 

 
平成 20 年 3 月期通期業績予想の修正について 

 
 平成 20 年 3 月期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）の業績予想について、平成 19 年 

7 月 31 日付発表の業績予想を下記のとおり修正いたします。 

 
記 

１．平成 20 年 3 月期通期業績予想の修正 

①連結                               （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （Ａ） 90,111 6,896 8,367 4,575 

今回修正   （Ｂ） 88,744 5,524 7,196 3,643 

増減額  （Ｂ－Ａ） △1,367 △1,371 △1,171 △932 

増減率    （％） △1.5 △19.9 △14.0 △20.4 

（ご参考） 前期実績 81,939 5,964 7,276 3,078 

 
②個別                               （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （Ａ） 49,564 5,776 6,190 3,376 

今回修正   （Ｂ） 50,826 6,306 6,790 3,804 

増減額  （Ｂ－Ａ） 1,261 529 600 427 

増減率    （％） 2.5 9.2 9.7 12.7 

（ご参考） 前期実績 46,089 5,939 6,311 2,188 

 

 

 

 

 



２．修正の理由 

（１）単体 

株式会社サザビーリーグ単体は、当上半期に小売業の売上高が当初の見込みに比べ好調に推

移したこと等を勘案し、通期の売上高の見込みを修正いたします。 

特にリビング事業・アクセサリー事業は商品開発・プロモーション活動の強化・推進等を通

してお客様のニーズや市場の動向にきめ細かく対応し、売上増を牽引しております。 

営業利益に関しては、減価償却制度の変更に伴い販売管理費が増加する一方、売上高増加に

伴う売上総利益額の増加等により販売管理費増の影響を吸収し、通期の営業利益は前回予想

を上回る見込みです。 

 
減価償却制度の変更に関して 

リーグ経営のあり方を検討している過程で、経営管理手法構築の一環として、より正確な経

営実態を反映する減価償却制度に変更することを決定し、当中間連結会計期間より実施いた

します。 

【変更前】耐用年数：法定耐用年数  償却方法：定率法 償却限度額：取得価額の５％ 

【変更後】耐用年数：経済的耐用年数 償却方法：定額法 償却限度額：備忘価額（1 円） 

The SAZABY LEAGUE では多様な事業を展開し、各事業の戦略に則りブランド価値の維

持・向上を目指しております。特に店舗の内装に関してはブランド単位で一定期間に見直し

を行っており、経済的耐用年数を採用することが実態に即していること、あわせて取得価額

を耐用年数にわたって均等配分することにより費用と収益の対応を図り、期間損益計算の適

正化を図るため、減価償却方法を定額法に変更することが経営実態をより的確に反映するも

のであると判断いたしました。   

平成 20 年 4 月 1 日から持株会社体制に移行することに伴い、リーグ内の経営管理手法構築の

方針ならびに準備が進んできたことにより、当該制度変更を実施いたしました。 

当該変更により、株式会社サザビーリーグ単体で 387 百万円（連結で 558 百万円）販売管理

費が増加いたします。なお当該変更による影響は一時的なものであり来期以降の事業計画に

は大きな影響を及ぼしません。 

 
（２）連結 

    連結につきましては、子会社 11 社合計（単純合算）の売上高が前回予想 40,739 百万円に対

し、38,130 百万円に減少する見込みです。これは主にアパレル事業が、春先の天候不順やＭ

Ｄ政策等の影響で上期に苦戦したことに加え、厳しい残暑の影響で秋物の立ち上がりも振る

わず、今秋冬シーズン全般で低調な動きになると予想される事から保守的に見込みを修正し

たこと、ならびに事業開始後フルイヤー2 年目を迎える新規子会社 3 社の売上高も前年に対

し増収ではあるものの、前回予想に対しては未達成となること等によるものです。 

売上高の状況に伴い売上総利益額が減少すること、減価償却制度の変更により販売管理費が

増加すること等から、既存子会社 11 社合計（単純合算）の営業利益は前回予想の 1,129 百万

円から△562 百万円となる見込みです。 

＊減価償却制度変更の影響額を除く 11 社合計（単純合算）の営業利益は△391 百万円 



新規子会社設立に関して 

  当社は平成 19 年 11 月 15 日開催の取締役会において、新たに当社 100％出資の子会社（商

号：株式会社トリプルアイ）を設立することを決議いたしました。 

同社の設立費用ならびに販売管理費約 2 億円に関しては、前回予想では（株）サザビーリー

グ単体の中で見込んでおりましたので、今回の業績予想の修正に与える影響は軽微なもので

す。 

＊子会社の設立に関しては平成 19 年 11 月 15 日発表のリリースをご参照ください。 

 
 なお、ご参考までに別紙に減価償却制度の変更を除く修正をした場合の業績予想を記載いたします。

（各社の営業の状況に起因する修正額の明確化のため） 

 

 
３．その他 

 平成 20 年 3 月期の配当予想につきましては、変更はございません。 

（1 株当たり期末普通配当 20 円、特別配当 5 円、合計 25 円） 

以 上 
 

（注）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、業績の変化等により、上記予想数値と異な

る場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
（別紙） ご参考 

平成 20 年 3 月期通期業績予想の修正（減価償却制度の変更に伴う影響額を除いた場合） 

 
①連結                               （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （Ａ） 90,111 6,896 8,367 4,575 

今回修正 （Ｃ） 88,744 6,083 7,754 3,966 

増減額  （Ｃ－Ａ） △1,367 △813 △612 △609 

増減率    （％） △1.5 △11.8 △7.3 △13.3 

（ご参考） 前期実績 81,939 5,964 7,276 3,078 

 
②個別                               （単位：百万円） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （Ａ） 49,564 5,776 6,190 3,376 

今回修正 （Ｃ） 50,826 6,694 7,177 4,020 

増減額  （Ｃ－Ａ） 1,261 917 987 644 

増減率    （％） 2.5 15.9 16.0 19.1 

（ご参考） 前期実績 46,089 5,939 6,311 2,188 

 

 


