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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 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 ％

20年３月期 87,671 7.0 5,499 △7.8 7,287 0.1 3,472 12.8
19年３月期 81,939 1.6 5,964 △13.0 7,276 △6.6 3,078 △18.7

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

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 169 55 － － 6.5 10.4 6.3
19年３月期 150 32 － － 6.0 10.6 7.3

（参考）持分法投資損益 20年３月期 1,414百万円 19年３月期 1,009百万円

(2）連結財政状態

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

20年３月期 72,761 55,037 75.3 2,674 75
19年３月期 67,828 52,341 76.8 2,544 08

（参考）自己資本 20年３月期 54,774百万円 19年３月期 52,098百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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

20年３月期 3,534 2,287 2,109 20,298
19年３月期 1,918 △1,666 △5,070 12,368

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭  円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年３月期 － －
普通配当

特別配当
20
5

00
00 25 00 511 14.7 1.0

19年３月期 － －  20 00 20 00 409 13.3 0.8
21年３月期
（予想） － －  30 00 30 00 － 15.7 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31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）

売上高 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 44,136 6.4 1,526 △32.7 2,303 △29.0 765 △53.0 37 39
通期 96,297 9.8 6,192 12.6 7,754 6.4 3,903 12.4 190 60
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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

(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）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、25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）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 20,939,200株 19年３月期 20,939,200株

②　期末自己株式数 20年３月期 460,701株 19年３月期 460,664株

（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、34ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 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 ％

20年３月期 49,949 8.4 6,270 5.6 6,853 8.6 1,570 △28.2

19年３月期 46,089 △8.8 5,939 △0.7 6,311 1.0 2,188 △6.1

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

20年３月期 76 70 － －

19年３月期 106 89 － －

(2）個別財政状態

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

20年３月期 61,740 48,636 78.8 2,374 99

19年３月期 58,137 47,558 81.8 2,322 37

（参考）自己資本 20年３月期 48,636百万円 19年３月期 47,558百万円

（注）　当社は、平成20年４月１日をもって持株会社体制に移行いたしました。これに伴って、平成21年３月期個別業績

予想につきましては、収益は関係会社からの配当収入、ロイヤリティ収入、業務委託収入が主となり、費用は持株

会社としての機能に係るものが主となる予定ですが、今後における個別情報は投資情報としての重要性が大きくな

いと判断し、記載を省略させていただきます。

※　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３ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析　

  当連結会計年度は、平成20年４月１日の持株会社体制への移行に向けて、

　○各事業会社との中期事業計画の策定と方向性の確認

　○The SAZABY LEAGUE連結の中期事業計画の策定と方向性の確認

　○持株会社の主要組織と機能の詳細の設計

　○職務権限・内部取引ルールの検討等を進めてまいりました。

　営業の概況につきましては、当社単体は生活雑貨・アクセサリー事業の売上高が好調に推移し、期首想定以上の営

業利益を確保した一方、既存子会社のアパレル事業が天候不順や市場全体の低調な推移の影響等から計画を下回る結

果となった事ならびに新規子会社の収益改善が計画通り進展しなかった事等から、子会社合計の営業利益は期首の計

画を下回る結果となりました。

　また当連結会計年度に新規子会社２社、関連会社１社を設立いたしました。

　店舗の状況につきましては、当連結会計年度中に75店舗を新たに出店し（単体54店舗、子会社計21店舗）、営業政

策上25店舗を閉鎖し（単体20店舗、子会社計5店舗）、その結果、期末店舗数は569店舗（前期末519店舗）となりまし

た。

　当連結会計年度の連結決算においては、売上高876億71百万円（前期比7.0％増）、営業利益54億99百万円（同7.8％

減）、経常利益72億87百万円（同0.1％増）、税金等調整前当期純利益は65億７百万円（同0.3％減）、当期純利益は

34億72百万円（同12.8％増）となりました。１株当たり当期純利益は前期の150.32円に対し、169.55円となりまし

た。

（ご参考）

　（株）サザビーリーグ単体の当事業年度の売上高は499億49百万円（前期比8.4％増）、営業利益62億70百万円（同

5.6％増）、経常利益68億53百万円（同8.6％増）、税引前当期純利益37億22百万円（同34.9％減）、当期純利益15億

70百万円（同28.2％減）となりました。また１株当り当期純利益は76.70円となりました。

連結営業利益減益の主要因

○子会社合計の営業利益が単純合算で△7億84百万円（前期実績19百万円）となった事

○減価償却方法の変更により販売管理費が５億39百万円（単体の影響額３億77百万円）一時的に増加した事 

 

単体の特別損失の計上について

　当社は子会社３社に対する貸付金等の投資額について総額28億10百万円の貸倒引当金繰入額等を特別損失として計

上いたしました。

　本件に関する詳細な内容は平成20年５月９日発表の「特別損失の計上及び平成20年３月期通期業績予想（単体）の

修正に関するお知らせ」をご確認ください。

（セグメント別事業の状況）

①Lifestyle Value Creation（ひとつ先のライフスタイルの創造）

　売上高は306億66百万円（前年同期比4.3％増）となりました。

　＊平成20年4月よりLiving Style Value Creation（ひとつ先のリビングスタイルの創造）に変更いたしました。

②Brand Incubation（様々なブランドの創造と育成）:

　売上高は398億95百万円（同11.9％増）となりました。

③Global Brand Alliance（グローバルな視点でのブランドコラボレーション）

　売上高は171億10百万円（同1.3％増）となりました。

次事業年度（平成21年３月期）の業績の見通し 

　次連結会計年度の連結業績の見通しにつきましては、売上高962億97百万円（前期比9.8％増）、営業利益61億92百

万円（同12.6％増）、経常利益77億54百万円（前期比6.4％増）、当期純利益39億３百万円（同12.4％増）を見込んで

おります。
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(2）財政状態に関する分析

 （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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ79億30百万円

増加し、202億98百万円となりました。

 

　当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、35億34百万円（前期比16億15百万円増）となりました。

これは主にこれは主に税金等調整前当期純利益65億７百万円等により資金が増加した一方で、仕入債務の減少額７

億98百万円及び法人税等の支払い29億28百万円等により資金が減少したこと等によるものです。

　当連結会計年度における投資活動による資金の増加は、22億87百万円（前期は16億66百万円の使用）となりまし

た。これは主に有形固定資産の取得による支出が22億40百万円あった一方で、預入期間が３ヶ月を超える定期預金

が50億円純減し資金が増加したこと等によるものです。

　当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、21億９百万円（前期は50億70百万円の使用）となりまし

た。これは主に短期借入金の純増によるものです。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　持株会社体制への移行に伴い、当社といたしましては連結EPS（1株当り当期純利益）等の水準を勘案の上、安定的

に適正な利益配分を継続して行うことを目標としてまいります。

　当社は子会社からのロイヤリティー・実費収入により投資を含めた営業経費を賄いつつ、利益配分が可能な（黒字

化かつ累損一掃を実現）子会社・関連会社からの配当金を加えた収入から、外部株主の皆様への配当金の支払いと持

株会社の内部留保金のバランスを判断する方針であります。今後、利益配分が可能な子会社・関連会社が増加してい

くことが、株主の皆様への利益配分の水準の向上に繋がるものと考え、LEAGUE全体の収益力向上の実現に取り組んで

まいります。

　当期の配当につきましては、現在の基本方針に則り普通配当を１株当り20円とさせていただくとともに、特別配当

を１株当り５円加えさせていただいた、１株当り25円の配当とさせていただく予定です。

　次期の配当予想に関しましては、持株会社の利益配分に関する基本方針に則り、普通配当を１株当り30円とさせて

いただきたいと存じます。

(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

　　●Living Style Value Creation

　当戦略の主要事業は生活雑貨および飲食・サービス事業です。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。
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　　●Brand Incubation

　当戦略の主要事業は、衣料・服飾雑貨の事業です。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、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。
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２．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13社、
関連会社２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。
　当連結会計年度末の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

当社SADEU

rejiig

ブランド インキュベーション
（Brand Incubation）

SAZABY

当社

VIASAZABY

agete

NOJESS

Ripeurb

SALVIATI

BELLESIORA

miso bank

手前みそ

Villa Oriental

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

ROZALIA SCARTISSUE

㈱トリプルアイ
Endlich

SABATINO

1tone

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

3.1 phillip lim ㈱3.1フィリップリム・ジャパン

STARBUCKS COFFEE スターバックス コーヒー ジャパン ㈱

Afternoon Tea 統一午茶風光股份有限公司

－ 6 －

株式会社サザビーリーグ　（7553）　平成20年３月期　決算短信



 （事業系統図）

 

㈱
サ
ザ
ビ
ー
リ
ー
グ 

㈱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 
㈱3.1フィリップリム・ジャパン 

㈱トリプルアイ 

スターバックス コーヒー ジャパン ㈱ 

卸売先 

ユ
ー
ザ
ー 

統一午茶風光股份有限公司 

ロイヤリティー 

ロイヤリティー 

ロイヤリティー 

商品 

商品 

商品 

商品 

商品 
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　なお、平成20年４月１日からの株式会社サザビーリーグの持株会社化、及びThe SAZABY LEAGUEのブランドポートフォ

リオ戦略の変更に伴う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ます。

（平成20年５月15日現在）

区分 ブランド 主要な会社

リビング スタイル バリュー クリエーション
（Living Style Value Creation）

Afternoon Tea
生活雑貨事業：㈱アイシーエル
飲食・サービス事業：㈱ビーエルティー

Cocoonist ㈱アイシ－エル

rejiig ㈱ビーエルティー

ブランド インキュベーション
（Brand Incubation）

miso bank

当社 手前みそ

Villa Oriental

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

ROZALIA SCARTISSUE

㈱トリプルアイ
Endlich

SABATINO

1tone

SAZABY
㈱バゲージハンドラーズ

VIASAZABY

agete

㈱エーアンドエス

NOJESS

Ripeurb

SALVIATI

BELLESIORA

グローバル ブランド アライアンス
（Global Brand Alliance）

JANE PACKER ㈱アリストフロー

Valextra ㈱ヴィアンドエス

CAMPER ㈱ピナ

Zadig & Voltaire ㈱アイエスエル

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㈱

navasana

TAACOBA ㈱タアコバ

bali barret ㈱バリバレジャポン

3.1 phillip lim ㈱3.1フィリップリム・ジャパン

Afternoon Tea 統一午茶風光股份有限公司

STARBUCKS COFFEE スターバックス コーヒー ジャパン ㈱
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 （事業系統図）

 

㈱
サ
ザ
ビ
ー
リ
ー
グ
（
持
株
会
社
） 

㈱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 
㈱バゲージハンドラーズ 
㈱エーアンドエス 
㈱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 
㈱3.1フィリップリム・ジャパン 

㈱トリプルアイ 

スターバックス コーヒー ジャパン ㈱ 

卸売先 

ユ
ー
ザ
ー 

統一午茶風光股份有限公司 

ロイヤリティー 

業務委託料 

ロイヤリティー 

業務委託料 

ロイヤリティー 

商品 

商品 

商品 

商品 

商品 

㈱アイシーエル 
㈱ビーエルティー 

商品 

ロイヤリティー 

業務委託料 

業務委託料 
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３．経営方針
(1）The SAZABY LEAGUEの経営の基本方針

　当社は昭和49年に会社設立以来、３つの事業戦略（「Living Style Value Creation（ひとつ先のリビングスタイル

の創造」「Brand Incubation（様々なブランドの創造と育成）」「Global Brand Alliance（グローバルな視点でのブ

ランドコラボレーション）」を推進し、事業領域を拡大してまいりました。

　平成20年４月１日より持株会社体制に移行し、当社（持株会社）及び子会社17社、包括的に関連会社２社を含めた

The SAZABY LEAGUEのライフスタイル ブランドポートフォリオ経営の一層の推進を図っております。

　持株会社の主たる役割は以下のとおりです。

　①LEAGUE全体のブランドポートフォリオ戦略・マーケティング戦略等の立案と推進

　②キャッシュフロー マネジメントによるLEAGUE全体の資金管理と投資効率向上への取り組み

　③次世代経営を推進するため、経営人材の育成と輩出への取り組み強化

　④LEAGUE全体の内部統制の強化

以上の取り組みを通して、経営資源の最適配分を行い、LEAGUE全体の長期的発展と企業価値の向上の実現を目指して

まいります。

また、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・情報発信等を通して、顧客満足の向上

を目指すことで事業基盤を構築し、LEAGUE全体の企業価値向上に寄与していくことを基本方針としております。

　【ご参考】

　　Ⅰ．The SAZABY LEAGUEのスピリット

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、当社のスピリットを

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　Living Style Value Creation（ひとつ先のリビングスタイルの創造）　

②　Brand Incubation（様々なブランドの創造と育成）

③　Global Brand Alliance（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（平成20年5月15日現在）

【持株会社】　　　株式会社サザビーリーグ

【子会社17社】　　株式会社ファーイーストカンパニー　　アンド エー株式会社

　　　　　　　　　株式会社エストネーション　　　　　　株式会社アリストフロー

　　　　　　　　　株式会社ヴィアンドエス　　　　　　　株式会社トリプルアイ

  　　　　　　　　株式会社アイシーエル　　　　　　　　株式会社ビーエルティー

　　　　　　　　　株式会社バゲージハンドラーズ　　　　株式会社エーアンドエス

　　　　　　　　　株式会社ピナ　　　　　　　　　　　　株式会社アイエスエル

　　　　　　　　　株式会社キハチアンドエス　　　　　　アメリカンラグ シー ジャパン株式会社

　　　　　　　　　株式会社タアコバ　　　　　　　　　　株式会社バリバレジャポン

　　　　　　　　　株式会社3.1フィリップリム・ジャパン
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【関連会社２社】　統一午茶風光股份有限公司

　　　　　　　　　スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 

(2）目標とする経営指標

 長期的に目標とする経営指標につきましては、LEAGUE全体の成長力、収益力、投資効率の観点から連結の「売上高

成長率」「売上高経常利益率」「自己資本当期純利益率（ROE)」を重視し、ブランドポートフォリオ戦略の方向性を

検討すると共に諸政策を実施しております。

①売上高成長率

　市場環境の変化は著しく、競合環境においても厳しさを増しております。ブランドポートフォリオ戦略の推進を

通して、アパレル・服飾雑貨・リビング・飲食／サービスの各市場で展開している既存事業の安定的成長ならびに新

規事業の開発と勝率向上により、売上高成長率10％以上の実現を目標といたします。

　なお、一部の子会社においては、アジア市場での事業展開に着手しており、今後、同市場での売上拡大の戦略を検

討しております。

②売上高経常利益率

　持株会社体制において、ブランドポートフォリオ経営を推進していく上で売上高経常利益率は重要な経営指標と

考えております。長期的には売上高経常利益率10％以上の実現を目標といたします。

　目標実現のために、優先順位としては売上高営業利益率を中期的に改善していくことを目標といたします。

持株会社としては新規事業に対する投資基準ならびに撤退基準の明確化と的確な判断を行っていくことが利益率の改

善には不可欠であると考えております。

③自己資本当期純利益率（ROE）

　LEAGUE全体のキャッシュ・フロー マネジメント推進の取り組みを通して、投資効率の向上を実現し、ROEの改善に

取り組み、長期的にROE10％以上の達成を目標とし、中期的にはROE８％の水準を目指してまいります。

 

ご参考

The SAZABY LEAGUE中期事業計画（平成23年3月期）

連結売上高　　1,200億円

連結営業利益　　 90億円（営業利益率7.5％）　　　

(3）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。

①The SAZABY LEAGUEの３つの事業戦略

（ⅰ）Living Style Value Creation（ひとつ先のリビングスタイルの創造）

　「衣食住」の異業種を複合したライフスタイル提案はThe SAZABY LEAGUEの重要な事業戦略であります。

この事業戦略においては、「Afternoon Tea」を中心に収益の拡大、ブランド価値の更なる向上、ライフスタイル

の新規事業の開発等による新たなビジネスチャンスの創造を推進しております。

　なお、平成20年４月１日の当社持株会社化に伴い、「Afternoon Tea」におけるリビング事業は（株）アイシー

エル、飲食・サービス事業は（株）ビーエルティーで展開しております。

（ⅱ）Brand Incubation（様々なブランドの創造と育成）

　多様化するお客様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／ブランドを創造するとともに事業とし

ても成功し、The SAZABY LEAGUEの収益の柱を複数創造していくことを目指します。

  平成20年４月１日の当社持株会社化に伴い、当社で展開しておりましたバッグ事業を（株）バゲージハンドラー

ズ、アクセサリー事業を（株）エーアンドエスで展開しております。

　また、（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。

　なお、新たなビジネスモデルの確立を目指し、平成19年12月に（株）トリプルアイを設立いたしました。当初

はアパレル・バッグの卸売で事業展開を行っております。
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（ⅲ）Global Brand Alliance（グローバルな視点でのブランドコラボレーション）

　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てまいります。

　　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。

　　なお平成20年１月に（株）3.1フィリップリム・ジャパンを同２月に統一午茶風光股份有限公司を新たに設立　

　いたしました。

　○子会社（９社）

飲食事業：（株）キハチアンドエス

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

　　　　　　　（株）3.1フィリップリム・ジャパン／（株）アイエスエル

服飾雑貨事業：（株）ピナ／（株）ヴィアンドエス

ビューティサロン・ネイルサロン事業：（株）タアコバ

生花関連事業：（株）アリストフロー

　　○関連会社（２社）

統一午茶風光股份有限公司　（当社出資49.0％）

スターバックス コーヒー ジャパン（株）　（当社出資40.0％）持分法適用会社

＊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。

②The SAZABY LEAGUE（主に当社ならびに子会社）が推進する政策

（ⅰ）52週MDの推進

 　The SAZABY LEAGUE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」の取り組みを継続して行っております。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、一年後の

事業運営に反映させていく事を目的としております。

（ⅱ）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、新規事業の推進、子

会社投資、LEAGUE全体のシステム開発等に積極的に投資を行っていく考えです。しかし投資に伴う資金は限られ

た経営資源かつ一部は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が重要な経営目標であると認識しております。

キャッシュフロー マネジメントの視点により、ROEの向上を経営目標に位置づけております。

○補足：新規事業の継続における判断基準

　 The SAZABY LEAGUEでは、新規事業の継続等の判断に対し原則、下記のような社内基準を設けております。

 －事業開始後、フルイヤー５年度目までに単年度の利益化達成

　（従来目標としてきたフルイヤー３年度目までに単年度のブレークイーブン達成の目標は、ビジネスの成功モ

デル基準としております。）

（ⅲ）人材開発への投資

 　The SAZABY LEAGUEは、既存事業の健全な成長や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であると認識しております。

　今後、持株会社はよりグローバルな観点で独自のネットワークを広げ、新たなビジネスチャンスを創造してい

く役割を担っていきますが、経営人材の育成・確保という観点からも一層の投資を行っていく予定です。
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(4）会社の対処すべき課題

  今後も引き続き市場の競争環境は厳しくなっていくものと思われ、同業他社と差別化を図りながら、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極めて重要となりま

す。このような状況の中、当社はLEAGUEの長期的発展と企業価値の更なる向上を目的として、平成20年４月１日に持

株会社体制に移行いたしました。今後、ライフスタイル ブランドポートフォリオ経営の強みを最大化し、既存事業の

安定的な成長と新規事業の開発と勝率向上に取り組んで参ります。

なお、持株会社体制におけるLEAGUE全体の企業価値向上の実現に向けた取り組みは以下のとおりです。

①ブランド ポートフォリオマネジメントの進化

　The SAZABY LEAGUEが展開している事業は、アパレル、服飾雑貨、リビング、飲食／サービスと多岐に渡っておりま

す。個々の事業の収益の総和を通してLEAGUE全体の収益力の向上を目指すと共に、市場変動リスクの考慮ならびに変

化に対応する迅速な経営判断を通して、安定的に収益を確保していく基盤の構築を目指す。　

②LEAGUE全体の収益力・投資効率の向上

　中期的に連結売上高成長率10％以上の達成を目標とし、かつ連結営業利益率の改善をはかる。

　またキャッシュフローマネジメントの推進により、LEAGUE全体の資金管理ならびに投資効率の向上を目指し、ROEの

改善をはかる。

③経営人材の育成と輩出

　次世代経営の推進を目指すべく、LEAGUE全体の経営人材の層を厚くするため人材育成・開発に積極的に投資を行

う。

④LEAGUE全体の内部統制の取り組み強化

　持株会社内のガバナンス委員会・内部監査部を中心に内部統制の取り組みを強化する。　

(5）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。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 14,277,155 14,214,232 △62,923

２．受取手形及び売掛金 6,726,779 6,514,564 △212,214

３．有価証券 3,991,601 6,984,539 2,992,937

４．たな卸資産 6,182,062 6,940,174 758,111

５．繰延税金資産 438,998 484,269 45,271

６．その他 878,716 1,040,833 162,117

　　貸倒引当金 △43,361 △42,403 957

流動資産合計 32,451,951 47.8 36,136,209 49.7 3,684,257

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物及び構築物 7,998,086 8,219,951

減価償却累計額 3,252,589 4,745,496 3,765,480 4,454,471 △291,025

２．土地 347,780 347,780 －

３．建設仮勘定 58,491 18,437 △40,054

４．その他 2,536,058 2,788,698

減価償却累計額 1,552,330 983,727 1,559,952 1,228,745 245,018

有形固定資産合計 6,135,495 9.0 6,049,433 8.3 △86,062

(2）無形固定資産

１．ソフトウェア 754,393 666,385 △88,007

２．その他 102,822 81,991 △20,831

無形固定資産合計 857,216 1.3 748,377 1.0 △108,839

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 6,050,904 5,902,538 △148,366

２．関係会社株式 9,876,612 10,989,556 1,112,944

３．敷金及び保証金 7,108,206 7,354,925 246,718

４．繰延税金資産 104,047 283,749 179,701

５．長期性預金 3,000,000 3,000,000 －

６. その他 2,390,758 2,296,228 △94,529

　　貸倒引当金 △147,000 － 147,000

投資その他の資産計 28,383,529 41.9 29,826,998 41.0 1,443,468

固定資産合計 35,376,241 52.2 36,624,808 50.3 1,248,566

資産合計 67,828,193 100.0 72,761,018 100.0 4,932,824

－ 14 －
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 3,899,468 3,100,717 △798,750

２．短期借入金 1,974,072 4,817,060 2,842,988

３．未払法人税等 1,456,048 1,846,759 390,710

４．未払費用 3,892,980 4,191,373 298,392

５．賞与引当金 527,420 458,986 △68,434

６. 役員賞与引当金 94,900 － △94,900

７．その他 953,941 1,042,682 88,740

流動負債合計 12,798,831 18.8 15,457,578 21.3 2,658,747

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 922,350 595,290 △327,060

２．退職給付引当金 254,661 280,305 25,644

３．役員退職慰労引当金 1,085,771 1,089,472 3,700

４. 繰延税金負債 124,026 － △124,026

５．その他 301,168 301,168 －

固定負債合計 2,687,978 4.0 2,266,237 3.1 △421,741

負債合計 15,486,810 22.8 17,723,815 24.4 2,237,005

 

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   4,593,973 6.7  4,593,973 6.3 －

２．資本剰余金   5,752,323 8.5  5,752,323 7.9 －

３．利益剰余金   43,345,505 63.9  46,407,994 63.8 3,062,489

４．自己株式   △1,842,009 △2.7  △1,842,099 △2.5 △90

　　株主資本合計   51,849,792 76.4  54,912,191 75.5 3,062,398

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券
評価差額金

  149,079 0.2  65,538 0.1 △83,541

２．繰延ヘッジ損益   100,106 0.2  △202,934 △0.3 △303,041

　　評価・換算差額等合計   249,186 0.4  △137,396 △0.2 △386,582

Ⅲ　少数株主持分   242,404 0.4  262,407 0.3 20,003

純資産合計   52,341,383 77.2  55,037,202 75.6 2,695,818

負債純資産合計   67,828,193 100.0  72,761,018 100.0 4,932,824

－ 15 －
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 81,939,087 100.0 87,671,623 100.0 5,732,536

Ⅱ　売上原価 27,196,664 33.2 29,138,875 33.2 1,942,210

売上総利益 54,742,422 66.8 58,532,748 66.8 3,790,326

Ⅲ　営業収入 62,168 0.1 104,815 0.1 42,646

営業総利益 54,804,591 66.9 58,637,563 66.9 3,832,972

Ⅳ　販売費及び一般管理費

１．販売物流費 1,692,071 1,860,905

２．包装費 631,020 657,141

３．支払ロイヤリティー 255,426 278,067

４．家賃 15,032,487 16,378,139

５．広告宣伝費 1,465,855 1,669,015

６．役員報酬 431,188 458,292

７．給与手当 15,382,036 16,005,300

８．賞与引当金繰入額 527,420 458,986

９. 役員賞与引当金繰入額 94,900 －

10．退職給付費用 63,770 49,976

11．役員退職慰労引当金
繰入額

47,117 39,262

12．法定福利厚生費 2,063,851 2,044,592

13．通勤費 839,508 852,444

14．水道光熱費 1,067,853 1,071,242

15．保険料 113,654 116,315

16．減価償却費 1,112,975 1,848,243

17．その他 ※１ 8,018,811 48,839,950 59.6 9,350,624 53,138,548 60.6 4,298,598

営業利益 5,964,640 7.3 5,499,015 6.3 △465,625

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息 95,728 162,569

２．受取配当金 1,981 2,931

３．持分法による投資利益 1,009,319 1,414,419

４．業務委託報酬 31,812 35,257

５．商標権使用料 13,627 20,742

６. 投資利益 51,191 45,133

７. その他 187,940 1,391,600 1.7 198,085 1,879,138 2.1 487,537

Ⅵ　営業外費用

１．支払利息 47,991 41,381

２．業務委託手数料 9,368 8,658

３．その他 22,514 79,874 0.1 40,966 91,006 0.1 11,131

経常利益 7,276,366 8.9 7,287,147 8.3 10,780

－ 16 －
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅶ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 － 147,936

２．保険満期返戻金 137,130 －

３．その他  － 137,130 0.2 7,196 155,132 0.2 18,001

Ⅷ　特別損失

１．固定資産除却損 ※２ 512,907 879,799

２．役員退職慰労金 176,518 －

３．貸倒引当金繰入額 147,000 －

４．その他 51,994 888,421 1.1 54,853 934,652 1.1 46,231

税金等調整前当期
純利益

6,525,076 8.0 6,507,627 7.4 △17,449

法人税、住民税及び
事業税

3,112,005 3,311,392

過年度法人税等戻入額 △188,000 －

法人税等調整額 464,038 3,388,043 4.1 △291,827 3,019,564 3.4 △368,479

少数株主利益（控除） 58,781 0.1 16,003 0.0 △42,778

当期純利益 3,078,251 3.8 3,472,059 4.0 393,808

－ 17 －
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

連結会計年度中の変動額

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

当期純利益   3,078,251  3,078,251

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 2,421,984 － 2,421,984

平成19年３月31日　残高（千円） 4,593,973 5,752,323 43,345,505 △1,842,009 51,849,792

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

連結会計年度中の変動額

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

当期純利益     3,078,251

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△64,518 100,106 35,587 58,781 94,369

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△64,518 100,106 35,587 58,781 2,516,353

平成19年３月31日　残高（千円） 149,079 100,106 249,186 242,404 52,341,383

－ 18 －
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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19年３月31日　残高（千円） 4,593,973 5,752,323 43,345,505 △1,842,009 51,849,792

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △409,570  △409,570

当期純利益   3,472,059  3,472,059

自己株式の取得    △90 △90

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 3,062,489 △90 3,062,398

平成20年３月31日　残高（千円） 4,593,973 5,752,323 46,407,994 △1,842,099 54,912,191

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19年３月31日　残高（千円） 149,079 100,106 249,186 242,404 52,341,383

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △409,570

当期純利益     3,472,059

自己株式の取得     △90

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△83,541 △303,041 △386,582 20,003 △366,579

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△83,541 △303,041 △386,582 20,003 2,695,818

平成20年３月31日　残高（千円） 65,538 △202,934 △137,396 262,407 55,037,202

－ 19 －
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　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 6,525,076 6,507,627 △17,449

減価償却費 1,112,975 1,848,243 735,267

持分法による投資利益 △1,009,319 △1,414,419 △405,100

長期前払費用償却額 247,532 201,127 △46,404

貸倒引当金の増加額（△減少額） 147,127 △147,936 △295,063

退職給付引当金の増加額 30,424 25,644 △4,780

役員退職慰労引当金の増加額 21,376 3,700 △17,675

賞与引当金の増加額（△減少額） 8,881 △68,434 △77,315

役員賞与引当金の増加額
（△減少額）

94,900 △94,900 △189,800

固定資産除却損 512,907 879,799 366,891

受取利息及び受取配当金 △97,710 △165,500 △67,790

支払利息 47,991 41,381 △6,610

為替差損益 △773 6,244 7,018

売上債権の減少額（△増加額） △852,506 212,214 1,064,720

たな卸資産の増加額 △1,539,562 △758,111 781,450

前払年金費用の増加額 △124,771 △144,779 △20,008

仕入債務の増加額（△減少額） 246,467 △798,750 △1,045,218

預り金の増加額（△減少額） 43,165 △49,511 △92,676

未払金の増加額（△減少額） △3,147 23,459 26,606

未払費用の増加額 212,141 166,830 △45,310

未払消費税等の増加額（△減少額） △83,114 137,023 220,138

役員賞与の支払額 △195,500 － 195,500

その他 △190,038 △186,744 3,293

小計 5,154,526 6,224,208 1,069,682

利息及び配当金の受取額 174,572 279,163 104,591

利息の支払額 △47,344 △41,079 6,265

法人税等の支払額 △3,363,083 △2,928,215 434,868

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,918,671 3,534,077 1,615,406

－ 20 －
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の
取得による支出

△1,000,000 △1,000,000 －

有価証券及びの投資有価証券の
償還による収入

3,300,000 1,000,000 △2,300,000

有形固定資産の取得による支出 △1,851,471 △2,240,580 △389,109

無形固定資産の取得による支出 △375,093 △141,767 233,325

長期貸付金の貸付による支出 △23,890 △23,293 596

長期貸付金の回収による収入 19,097 1,507 △17,589

長期前払費用の支払による支出 △167,854 △154,032 13,822

敷金・保証金の支払による支出 △800,096 △672,321 127,774

敷金・保証金の返還による収入 549,268 394,261 △155,006

保険積立金の支払による支出 △71,436 △66,208 5,227

保険積立金の返戻による収入 139,500 246,410 106,909

関連会社株式の取得による支出 － △115,566 △115,566

定期預金の純増減額 △1,400,000 5,000,000 6,400,000

預り保証金の返還による支出  △54,671 － 54,671

預り保証金の入金による収入  2,500 － △2,500

その他 67,533 58,878 △8,654

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,666,613 2,287,288 3,953,901

Ⅲ　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 △90,000 3,150,000 3,240,000

長期借入金の返済による支出 △4,519,396 △634,072 3,885,324

親会社による配当金の支払額 △461,372 △410,289 51,082

自己株式の買取による支出 － △90 △90

少数株主からの払込による収入 － 4,000 4,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,070,768 2,109,548 7,180,316

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額等

773 △900 △1,674

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 △4,817,936 7,930,014 12,747,950

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 17,186,693 12,368,757 △4,817,936

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  ※１ 12,368,757 20,298,771 7,930,014

－ 21 －
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項

　子会社11社はすべて連結しております。

　連結子会社の名称は、㈱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、㈱アリストフロー、

㈱ヴィアンドエス、㈱ピナ、㈱アイエスエル、㈱キハチ

アンドエス、アメリカンラグ シー ジャパン㈱、㈱タア

コバ及び㈱バリバレジャポンであります。

１．連結の範囲に関する事項

　子会社13社はすべて連結しております。

　連結子会社の名称は、㈱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、㈱アリストフロー、

㈱ヴィアンドエス、㈱トリプルアイ、㈱ピナ、㈱アイエ

スエル、㈱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、㈱バリバレジャポン及び㈱3.1

フィリップリム・ジャパンであります。

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

　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。

 

持分法を適用しない関連会社

　統一午茶風光股份有限公司

持分法を適用しない理由

　当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分

に見合う額）等に及ぼす影響額が軽微であり、かつ、全

体としても重要性が無いため、持分法の適用から除いて

おります。

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。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社13社の決算日は２月29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

イ　満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

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

同　　　　左

ロ　その他有価証券

(イ）時価のあるもの

　　　　　　連結会計年度末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してお

　　ります。）                      

 

ロ　その他有価証券

(イ）時価のあるもの

　　　　同　　　左

(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
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

ｂ　デリバティブ

時価法

ｂ　デリバティブ

同　　　左

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

ｃ　たな卸資産

イ　商品

(イ）バッグ、雑貨、家具他

主として総平均法による原価法

(ロ）食品

最終仕入原価法

(ロ）食品

同　　　左

ロ　貯蔵品

最終仕入原価法

ロ　貯蔵品

同　　　左

(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、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　８～18年

(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

定額法

　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物　　　　６～10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

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

ｃ　長期前払費用

定額法

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

ｂ　賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の

うち当連結会計年度対応分を計上しております。

ｂ　賞与引当金

同　　　左

ｃ　役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末

における支給見込額を計上しております。 

ｃ　　　　　　　――――――

 

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

の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、退職給付債

務の算定にあたり簡便法を適用しております。

ｄ　退職給付引当金

同　　　左
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

ｅ　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、

内規に基づく当連結会計年度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、

当連結会計年度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。

ｅ　役員退職慰労引当金

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　

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。

(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算　

基準

同　　　左

(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

(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

同　　　左

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

同　　　左

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

同　　　左

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、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

同　　　左

(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

ａ　消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用しております。

(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

ａ　消費税等の会計処理の方法

同　　　左

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については、全面時

価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同　　　左

６．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。

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同　　　左
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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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当連結会計年度より「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。これによる損益への影

響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

51,998,872千円であります。

 

（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、当連結会計年

度より、「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、発生した連結会計年

度の費用として処理しております。

　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、それぞれ94,900千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。

（有形固定資産の減価償却の方法）

　従来、有形固定資産の減価償却方法は、法人税法に定め

る耐用年数及び残存価額に基づく定率法によっておりまし

たが、当連結会計年度より経済的耐用年数及び残存価額１

円に基づく定額法に変更いたしました。

　この変更は、平成20年４月１日から持株会社体制へ移行

することに伴い、減価償却方法の見直しの検討を行った結

果、変更後の減価償却方法がより経営管理の精度を高め、

当社リーグの実態をより適切に反映すると判断され、また、

減価償却方法を変更するためのシステム対応も完了したこ

とから、当連結会計年度から行ったものであります。

　減価償却方法を定率法から定額法へ変更すること及び残

存価額を１円とすることについては、店舗等における固定

資産の使用状況に鑑み、定額法が固定資産の使用実態によ

り即しており、より適正な事業の管理に資するとともに持

株会社体制移行後の各子会社の経営管理をより容易とする

と判断されることから変更したものであります。 

　また、当社リーグは事業戦略ごとに多くのブランドを展

開しており、各ブランド価値の向上、維持のためにブラン

ド単位で一定期間ごとに店舗内装の見直しと改装を行って

おりますが、この店舗改装が従来の耐用年数よりも短いサ

イクルで実施されている実態が判明したため、各ブランド

毎の店舗改装サイクルの実態に即した経済的耐用年数に見

直すとともに、店舗以外の有形固定資産についても使用可

能期間に即した経済的耐用年数を採用いたしました。

　なお、定額法への変更により、従来の定率法によった場

合と比較し、減価償却費は337,918千円少なく、営業利益、

経常利益はそれぞれ同額多く計上されており、税金等調整

前当期純利益は321,195千円多く計上されております。ま

た、従来と同一の耐用年数によった場合と比較し、減価償

却費は877,134千円多く、営業利益、経常利益はそれぞれ

同額少なく計上されており、税金等調整前当期純利益は

827,829千円少なく計上されております。定額法への変更

と耐用年数の見直しの影響額を合算すると、減価償却費は

539,215千円多く、営業利益、経常利益はそれぞれ同額少

なく計上されており、税金等調整前当期純利益は506,634

千円少なく計上されております。

　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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（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「無形固定資産の

取得による支出」は、前連結会計年度は「その他の支出

額」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、前連結会計年度の「その他の支出額」に含まれて

いる「無形固定資産の取得による支出」は、115,207千円

であります。

 

　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」「有形固定資産の売却による収入」及び上

記「無形固定資産の取得による支出」を除く「その他の支

出額」は、当連結会計年度において、金額的重要性が乏し

くなったため、「その他」として表示することとしまし

た。

　なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている「有

価証券の売却等による収入」は56,199千円、「有形固定資

産の売却による収入」は8,348千円、「無形固定資産の取

得による支出」を除く「その他の支出額」は△15千円であ

ります。

――――――――――――
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

　１．債務保証

　連結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。

　１．債務保証

　連結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 ㈱
633,000千円

スターバックス コーヒー 

ジャパン ㈱
482,500千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

　の総額

※１．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

　の総額

262,651千円 304,949千円

※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 410,612千円

什器備品 49,952千円

ソフトウェア 9,800千円

長期前払費用 42,543千円

計 512,907千円

建物 738,555千円

什器備品 77,815千円

ソフトウェア 7,602千円

商標権 12,500千円 

長期前払費用 43,865千円

計 879,799千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

株式の種類
前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
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

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の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

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

３．配当に関する事項

(1）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　17.50

特別配当　 5.00
平成18年3月31日 平成18年6月20日

（注）上記ストック・オプションとしての新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数については、（ストックオプ

ション等関係）に記載しております。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年6月19日

定時株主総会
普通株式 409,570 利益剰余金 20.00 平成19年3月31日 平成19年6月20日
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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

株式の種類
前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
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 37 － 460,701

合計 460,664 37 － 460,701

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加37株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の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

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － －

連結子会社 － － － － － － －

合計 － － － － － －

３．配当に関する事項

(1）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19年6月19日

定時株主総会
普通株式 409,570  20.00 平成19年3月31日 平成19年6月20日

（注）上記ストック・オプションとしての新株予約権の目的となる株式の種類及び株式の数については、（ストックオプ

ション等関係）に記載しております。

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年6月20日

定時株主総会
普通株式 511,962 利益剰余金

普通配当  20.00

特別配当   5.00
平成20年3月31日 平成20年6月23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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31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

※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19年３月31日現在） （平成20年３月31日現在）

現金及び預金 14,227,155千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△5,900,000千円 

有価証券（現金同等物） 3,991,601千円

現金及び現金同等物 12,368,757千円

現金及び預金 14,214,232千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△900,000千円 

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）

6,984,539千円

現金及び現金同等物 20,298,771千円

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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）

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
29,402,596 35,646,828 16,889,661 81,939,087 62,168 82,001,255

(2）セグメント間の

内部売上高・営業収入
1,827 14,656 14,209 30,693 △30,693 －

計 29,404,424 35,661,484 16,903,871 81,969,780 31,475 82,001,255

営業費用 24,833,735 30,664,175 17,472,418 72,970,329 3,066,285 76,036,615

営業利益 4,570,688 4,997,309 △568,546 8,999,451 △3,034,810 5,964,640

Ⅱ　資産・減価償却費

及び資本的支出

資産 8,437,171 12,087,228 5,982,802 26,507,202 41,320,991 67,828,193

減価償却費 369,379 489,115 265,611 1,124,106 236,401 1,360,507

減損損失 － － － － － －

資本的支出 477,533 886,088 601,804 1,965,425 290,789 2,256,215

　（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、家具事業及び飲食事業

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

　　飲食事業：Afternoon Tea（Afternoon Tea TEAROOM） / 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 / 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。
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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3,125,445千

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．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は43,971,025千円であり、

その主なものは親会社の本社総務部及び経理部等の管理部門に係わる資産であります。

６．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。

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」に記載のとおり、当連結会計年度より「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、当連結会計年度の営業費用は、BRAND INCUBATIONが8,900千円、全社が

86,000千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

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）

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
30,666,025 39,895,250 17,110,347 87,671,623 104,815 87,776,439

(2）セグメント間の

内部売上高・営業収入
1,952 1,153 36,550 39,656 △39,656 －

計 30,667,978 39,896,404 17,146,897 87,711,280 65,158 87,776,439

営業費用 26,492,552 34,773,779 17,951,649 79,217,981 3,059,441 82,277,423

営業利益 4,175,426 5,122,624 △804,752 8,493,298 △2,994,283 5,499,015

Ⅱ　資産・減価償却費

及び資本的支出

資産 8,299,405 13,321,069 6,111,778 27,732,253 45,028,765 72,761,018

減価償却費 549,931 742,599 345,908 1,638,440 410,930 2,049,371

減損損失 － － － － － －

資本的支出 385,323 1,102,266 336,927 1,824,516 133,804 1,958,321

　（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、家具事業及び飲食事業

　　雑貨雑貨事業：Afternoon Tea（Afternoon Tea LIVING）

　　飲食事業：Afternoon Tea（Afternoon Tea TEAROOM） / SADEU / rejiig

(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

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

　　飲食事業： miso bank / 手前みそ / Villa Oriental

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

　　卸売事業：ROZALIA SCARTISSUE / Endlich / SABATINO / 1tone
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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 / 3.1 phillip lim

 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3,098,480千

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．当連結会計年度における資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は47,840,758千円であり、

その主なものは親会社の本社総務部及び経理部等の管理部門に係わる資産であります。

６．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額及び増加額がそれぞれ含まれております。

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」に記載のとおり、当連結会計年度より有形固定

資産の減価償却の方法を、法人税法の耐用年数及び残存価額に基づく定率法から、経済的耐用年数及び残存

価額（備忘価額１円）に基づく定額法に変更しております。

　この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、Lifestyle Value 

Creationで152,102千円、Brand Incubationで183,145千円、Global Brand Alliance

で25,330千円、全社で178,637千円増加し、営業利益が同額減少しております。また、定率法から定額法への

変更による影響額と、耐用年数の変更による影響額の内訳は、以下のとおりであります。

（定率法から定額法への変更による影響額）

　当連結会計年度において、Lifestyle Value Creationで71,812千円、Brand Incubationで201,825千円、

Global Brand Allianceで79,261千円、それぞれ営業費用が減少し、営業利益が同額増加した一方、全社で

14,981千円営業費用が増加し、営業利益が同額減少しております。

（耐用年数見直しによる影響額）

　当連結会計年度において、Lifestyle Value Creationで223,915千円、Brand Incubationで384,971千円、

Global Brand Allianceで104,591千円、全社で163,656千円、それぞれ営業費用が増加し、営業利益が同額

減少しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１

日　至　平成20年３月31日）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

　前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当連結会計年度（自　平成19年４月１

日　至　平成20年３月31日）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。

（開示の省略）

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。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額      2,544円08銭

１株当たり当期純利益      150円32銭

１株当たり純資産額    2,674円75銭

１株当たり当期純利益 169円55銭

　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。

　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株当たり純資産額及び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。

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額   

純資産の部の合計額（千円） 52,341,383 55,037,202

純資産の部から控除する金額（千円） 242,404 262,407

（うち少数株主持分） (242,404) (262,407)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 52,098,978 54,774,794

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
20,478,536 20,478,499

   

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 3,078,251 3,472,059

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（千円） 3,078,251 3,472,059

期中平均株式数（株） 20,478,536 20,478,524

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

（新株予約権等）

普通株式　229,400株

（新株予約権等）

普通株式　116,300株

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 12,186,261 12,062,213  

２．売掛金 ※１ 4,661,856 4,467,042  

３．有価証券 3,991,601 6,984,539  

４．商品 2,145,010 2,373,288  

５．貯蔵品 14,233 22,932  

６．前渡金 8,826 5,056  

７．前払費用 439,943 485,262  

８．繰延税金資産 312,557 328,461  

９．短期貸付金 ※１ 607,769 505,175  

10．未収入金 ※１ 43,038 139,604  

11．その他 ※１ 55,475 69,113  

    貸倒引当金 △28,200 △27,600  

流動資産合計 24,438,376 42.0 27,415,092 44.4 2,976,715

Ⅱ　固定資産

(1）有形固定資産

１．建物 4,085,476 4,364,719

減価償却累計額 1,856,442 2,229,033 2,343,206 2,021,512  

２．構築物 19,303 19,303

減価償却累計額 11,668 7,634 12,201 7,101  

３．什器備品 1,580,881 1,819,984

減価償却累計額 983,696 597,184 1,033,457 786,527  

４．土地 347,780 347,780  

５．建設仮勘定 32,325 18,355  

有形固定資産合計 3,213,958 5.5 3,181,275 5.1 △32,683

(2）無形固定資産

１．商標権 22,242 1,849  

２．ソフトウェア 712,414 607,764  

３．電話加入権 62,103 62,103  

無形固定資産合計 796,760 1.4 671,717 1.1 △125,043
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

(3）投資その他の資産

１．投資有価証券 6,050,904 5,902,538  

２．関係会社株式 3,199,479 3,325,045  

３．出資金 300 300  

４．従業員に対する
長期貸付金

10,968 8,300  

５．関係会社に対する
長期貸付金

9,416,821 12,421,645  

６．長期前払費用 185,126 170,008  

７．繰延税金資産 － 603,858  

８．敷金及び保証金 6,251,968 6,166,045  

９．保険積立金 861,326 732,961  

10．長期性預金 3,000,000 3,000,000  

11．前払年金費用 737,902 882,682  

12．その他 221,665 154,189  

    　投資損失引当金 △101,037 △101,037  

    　貸倒引当金 △147,000 △2,794,000  

投資その他の資産合
計

29,688,426 51.1 30,472,537 49.4 784,110

固定資産合計 33,699,145 58.0 34,325,530 55.6 626,384

資産合計 58,137,522 100.0 61,740,622 100.0 3,603,099

      

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 1,041,354 －  

２．買掛金 1,261,424 1,379,697  

３．短期借入金 － 3,000,000  

４．未払金 332,681 366,967  

５．未払費用 2,481,117 2,641,834  

６．未払法人税等 1,210,266 1,652,581  

７．未払消費税等 74,941 179,003  

８．前受金 161,202 130,909  

９．預り金 292,963 318,319  

10．賞与引当金 294,930 224,640  

11．役員賞与引当金 86,000 －  

12．その他 － 8,637  

流動負債合計 7,236,881 12.4 9,902,590 16.0 2,665,709

Ⅱ　固定負債

１．役員退職慰労引当金 1,085,771 1,089,472  

２．預り保証金 ※１ 2,154,540 2,112,339  

３．繰延税金負債  101,670 －  

固定負債合計 3,341,982 5.8 3,201,812 5.2 △140,169

負債合計 10,578,863 18.2 13,104,403 21.2 2,525,539
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   4,593,973 7.9  4,593,973 7.4 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  5,752,323   5,752,323    

資本剰余金合計   5,752,323 9.9  5,752,323 9.3 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  222,000   222,000    

(2）その他利益剰余金         

別途積立金  36,450,000   38,250,000    

繰越利益剰余金  2,233,293   1,594,484    

利益剰余金合計   38,905,293 66.9  40,066,484 64.9 1,161,191

４．自己株式   △1,842,009 △3.2  △1,842,099 △2.9 △90

株主資本合計   47,409,579 81.5  48,570,680 78.7 1,161,101

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価
差額金

  149,079 0.3  65,538 0.1  

評価・換算差額等合計   149,079 0.3  65,538 0.1 △83,541

純資産合計   47,558,659 81.8  48,636,219 78.8 1,077,559

負債純資産合計   58,137,522 100.0  61,740,622 100.0 3,603,099
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 46,089,835 100.0 49,949,515 100.0 3,859,680

Ⅱ　売上原価

１．期首商品たな卸高 2,059,411 2,145,010

２．当期商品仕入高 13,625,972 14,732,137

合計 15,685,384 16,877,148

３．他勘定振替高 ※３ △10,004 △9,452

４．期末商品たな卸高 2,145,010 13,550,377 29.4 2,373,288 14,513,312 29.1 962,934

売上総利益 32,539,457 70.6 35,436,203 70.9 2,896,745

Ⅲ　営業収入

１．ロイヤリティー収入 ※２  1,430,711 3.1  1,491,793 3.0 61,081

営業総利益 33,970,169 73.7 36,927,997 73.9 2,957,827

Ⅳ　販売費及び一般管理費

１．販売物流費 1,067,205 1,140,993

２．包装費 394,422 421,724

３．家賃 ※４ 8,367,204 9,161,602

４．広告宣伝費 583,311 746,485

５．役員報酬 278,900 289,800

６．給与手当 9,511,802 10,012,164

７．賞与引当金繰入額 294,930 224,640

８．役員賞与引当金繰入
額

86,000 －

９．退職給付費用 5,146 △7,619

10．役員退職慰労引当金
繰入額

47,117 39,262

11．法定福利厚生費 1,276,809 1,243,162

12．通勤費 547,082 554,912

13．水道光熱費 639,122 652,450

14．減価償却費 648,391 1,143,262

15．その他 ※１ 4,283,100 28,030,546 60.8 5,034,774 30,657,615 61.3 2,627,069

営業利益 5,939,623 12.9 6,270,381 12.6 330,757
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前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅴ　営業外収益

１．受取利息 ※２ 114,147 197,793

２．有価証券利息  48,340 78,186

３．受取配当金  87,481 116,931

４．仕入割引 1,198 5,967

５．業務委託報酬 31,812 35,257

６．商標権使用料 13,627 20,742

７．投資利益  51,191 45,133

８．保険満期返戻金  － 62,567

９．その他 40,388 388,187 0.8 46,663 609,241 1.2 221,053

Ⅵ　営業外費用

１．支払利息 － 1,689

２．業務委託手数料 9,368 8,658

３．為替差損 882 948

４．その他 6,105 16,356 0.0 15,125 26,421 0.1 10,065

経常利益 6,311,455 13.7 6,853,201 13.7 541,746

Ⅶ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 3,400 147,600

２．保険満期返戻金 137,130 140,530 0.3 － 147,600 0.3 7,069

Ⅷ　特別損失

１．固定資産除却損 ※５ 391,028 415,610

２．役員退職慰労金 176,518 －

３．関係会社株式評価損  － 16,000

４．貸倒引当金繰入額  147,000 2,794,000

５．その他 21,593 736,141 1.6 52,789 3,278,400 6.5 2,542,259

税引前当期純利益 5,715,845 12.4 3,722,401 7.5 △1,993,443

法人税、住民税及び
事業税

2,451,900 2,815,900

過年度法人税等戻入
額

△188,000 －

法人税等調整額 1,263,076 3,526,976 7.7 △664,261 2,151,638 4.4 △1,375,337

当期純利益 2,188,868 4.7 1,570,762 3.1 △618,106
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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

合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途

積立金

繰越利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
4,593,973 5,752,323 222,000 34,750,000 2,381,191 37,353,191 △1,842,009 45,857,478

当事業年度中の変動額

別途積立金の積立て 1,700,000 △1,700,000 － －

利益処分による利益配当 △460,767 △460,767 △460,767

利益処分による役員賞与 △176,000 △176,000 △176,000

当期純利益 2,188,868 2,188,868 2,188,868

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)
－

当事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － 1,700,000 △147,898 1,552,101 － 1,552,101

平成19年３月31日　残高

（千円）
4,593,973 5,752,323 222,000 36,450,000 2,233,293 38,905,293 △1,842,009 47,409,579

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

平成18年３月31日　残高

（千円）
213,598 46,071,076

当事業年度中の変動額

別途積立金の積立て －

利益処分による利益配当 △460,767

利益処分による役員賞与 △176,000

当期純利益 2,188,868

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
△64,518 △64,518

当事業年度中の変動額合計

（千円）
△64,518 1,487,582

平成19年３月31日　残高

（千円）
149,079 47,558,659
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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

合計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途

積立金

繰越利益

剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
4,593,973 5,752,323 222,000 36,450,000 2,233,293 38,905,293 △1,842,009 47,409,579

当事業年度中の変動額

別途積立金の積立て 1,800,000 △1,800,000 － －

剰余金の配当 △409,570 △409,570 △409,570

当期純利益 1,570,762 1,570,762 1,570,762

自己株式の取得   △90 △90

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額(純額)
  

当事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － 1,800,000 △638,808 1,161,191 △90 1,161,101

平成20年３月31日　残高

（千円）
4,593,973 5,752,323 222,000 38,250,000 1,594,484 40,066,484 △1,842,099 48,570,680

 

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券

評価差額金

平成19年３月31日　残高

（千円）
149,079 47,558,659

当事業年度中の変動額

別途積立金の積立て －

剰余金の配当 △409,570

当期純利益 1,570,762

自己株式の取得 △90

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額(純額)
△83,541 △83,541

当事業年度中の変動額合計

（千円）
△83,541 1,077,559

平成20年３月31日　残高

（千円）
65,538 48,636,219
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

(1）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）満期保有目的の債券

同　　左 

(2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

(2）子会社株式及び関連会社株式

同　　左

(3）その他有価証券

時価のあるもの

　事業年度末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。 

時価のないもの

           同　　左

　  

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

ａ．バッグ、雑貨、家具他

総平均法による原価法

(1）商品

ａ．バッグ、雑貨、家具他

同　　左

ｂ．食品

最終仕入原価法

ｂ．食品

同　　左

(2）貯蔵品

最終仕入原価法

(2）貯蔵品

同　　左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）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。

建物　　　　　　　　８～18年

什器備品　　　　　　６～８年

(1）有形固定資産

定額法

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物　　　　　　　　６～10年

什器備品　　　　　　６～８年

(2）無形固定資産

ａ．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

(2）無形固定資産

ａ．自社利用のソフトウェア

同　　左

ｂ．その他の無形固定資産

定額法

ｂ．その他の無形固定資産

同　　左

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同　　左

４．引当金の計上基準 (1）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。

(1）貸倒引当金

同　　左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2）投資損失引当金

 　関係会社に対する投資に伴う損失等

に備えるため、関係会社の財政状態等を

勘案し、その必要見込額を計上しており

ます。

(2）投資損失引当金

           同　　左

(3）賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当事業年度対応分を計上

しております。

(3）賞与引当金

           同　　左

(4）役員賞与引当金

　役員賞与の支出に備えるため、当事業

年度末における支給見込額を計上してお

ります。 

(4）         ――――――

           

(5）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業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、各事業年度の発

生時における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定年数（５年）による定額法に

より按分した額をそれぞれの発生の翌事

業年度から処理しております。

　なお、当事業年度末において、年金資

産が退職給付債務（未認識数理計算上の

差異を除く）を上回っているため、この

差額を前払年金費用として投資その他の

資産に計上しており、退職給付引当金の

残高はありません。

(5）退職給付引当金

           同　　左

(6）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、

内規に基づく当事業年度末要支給額を計

上しております。

　また、執行役員（従業員に限る。）に

ついても、当事業年度末要支給額を計上

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。

(6）役員退職慰労引当金

           同　　左

６．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。

同　　左

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理の方法

税抜方式を採用しております。

消費税等の会計処理の方法

同　　左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より「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。これによる損益への影響は

ありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

47,558,659千円であります。 

 

（役員賞与引当金に関する会計基準）

　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、当事業年度よ

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、発生した事業年度の費用

として処理しております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は

それぞれ86,000千円減少しております。

（有形固定資産の減価償却の方法）

　従来、有形固定資産の減価償却方法は、法人税法に定め

る耐用年数及び残存価額に基づく定率法によっておりまし

たが、当事業年度より経済的耐用年数及び残存価額１円に

基づく定額法に変更いたしました。

　この変更は、平成20年４月１日から持株会社体制へ移行

することに伴い、減価償却方法の見直しの検討を行った結

果、変更後の減価償却方法がより経営管理の精度を高め、

当社リーグの実態をより適切に反映すると判断され、また、

減価償却方法を変更するためのシステム対応も完了したこ

とから、当事業年度から行ったものであります。

　減価償却方法を定率法から定額法へ変更すること及び残

存価額を１円とすることについては、店舗等における固定

資産の使用状況に鑑み、定額法が固定資産の使用実態によ

り即しており、より適正な事業の管理に資するとともに持

株会社体制移行後の各子会社の経営管理をより容易とする

と判断されることから変更したものであります。 

　また、当社リーグは事業戦略ごとに多くのブランドを展

開しており、各ブランド価値の向上、維持のためにブラン

ド単位で一定期間ごとに店舗内装の見直しと改装を行って

おりますが、この店舗改装が従来の耐用年数よりも短いサ

イクルで実施されている実態が判明したため、各ブランド

毎の店舗改装サイクルの実態に即した経済的耐用年数に見

直すとともに、店舗以外の有形固定資産についても使用可

能期間に即した経済的耐用年数を採用いたしました。

　なお、定額法への変更により、従来の定率法によった場

合と比較し、減価償却費は139,847千円少なく、営業利益、

経常利益はそれぞれ同額多く計上されており、税引前当期

純利益は143,943千円多く計上されております。また、従

来と同一の耐用年数によった場合と比較し、減価償却費は

516,938千円多く、営業利益、経常利益はそれぞれ同額少

なく計上されており、税引前当期純利益は506,576千円少

なく計上されております。定額法への変更と耐用年数の見

直しの影響額を合算すると、減価償却費は377,091千円多

く、営業利益、経常利益はそれぞれ同額少なく計上されて

おり、税引前当期純利益は362,632千円少なく計上されて

おります。 
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　（損益計算書）

　前事業年度まで区分掲記していた「支払ロイヤリティー」

（当事業年度の発生金額は5,430千円）は、販売費及び一

般管理費の総額の100分の5以下となったので、「その他」

に含めて表示することとしました。

――――――――――

 

　前事業年度まで区分掲記していた「保険料」（当事業年

度の発生金額は71,439千円）は、販売費及び一般管理費の

総額の100分の5以下となったので、「その他」に含めて表

示することとしました。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１．関係会社に対する主な資産・負債

　区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次

のとおりであります。

※１．関係会社に対する主な資産・負債

　区分掲記した以外で各科目に含まれているものは次

のとおりであります。

売掛金 144,372千円

短期貸付金 605,175千円

未収入金 15,629千円

その他（流動資産） 20,652千円

預り保証金 2,154,540千円

売掛金 132,379千円

短期貸付金 505,175千円

未収入金 16,059千円

その他（流動資産） 37,193千円

預り保証金 2,112,339千円

　２．債務保証

　関係会社の金融機関からの借入金等に対し、次のと

おり、債務保証を行っております。

　２．債務保証

　関係会社の金融機関からの借入金等に対し、次のと

おり、債務保証を行っております。

㈱キハチアンドエス 804,879千円

㈱エストネーション 791,613千円

スターバックス コーヒー ジャパ

ン ㈱

633,000千円

㈱アリストフロー 70,000千円

㈱キハチアンドエス 365,585千円

㈱エストネーション 730,112千円

スターバックス コーヒー ジャパ

ン ㈱

482,500千円

㈱アリストフロー 50,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

の総額

※１．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

の総額

91,795千円 98,838千円

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※２．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

ロイヤリティー収入 1,402,027千円

受取利息 67,833千円

ロイヤリティー収入 1,479,788千円

受取利息 118,087千円

※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費への振替

（広告宣伝費他）
8,493千円

貯蔵品からの振替 △21,811千円 

その他 3,313千円

計 △10,004千円

販売費及び一般管理費への振替

（広告宣伝費他）
6,815千円

貯蔵品からの振替 △19,901千円 

その他 3,634千円

計 △9,452千円

※４．家賃には、百貨店に係る歩合家賃 7,079,656千円を

含んでおります。

 

※４．家賃には、百貨店に係る歩合家賃 7,684,254千円を

含んでおります。

 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 317,785千円

什器備品 31,215千円

ソフトウェア 9,800千円

長期前払費用 32,226千円

計 391,028千円

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 342,076千円

什器備品 43,393千円

商標権 12,500千円

ソフトウェア 6,398千円

長期前払費用 11,242千円

計 415,610千円
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式 460,664 － － 460,664

合計 460,664 － － 460,664

当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式
数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式
数（株）

普通株式　（注） 460,664 37 － 460,701

合計 460,664 37 － 460,701

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加37株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 2,322円37銭

１株当たり当期純利益 106円89銭

１株当たり純資産額 2,374円99銭

１株当たり当期純利益 76円70銭

　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。

　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株当たり純資産額及び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。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額   

純資産の部の合計額（千円） 47,558,659 48,636,219

純資産の部から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 47,558,659 48,636,219

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
20,478,536 20,478,499

   

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 2,188,868 1,570,762

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（千円） 2,188,868 1,570,762

期中平均株式数（株） 20,478,536 20,478,524

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

（新株予約権等）

普通株式　229,400株

（新株予約権等）

普通株式　116,300株
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自　平成19年４月１日 
至　平成20年３月31日） 

　当社は、平成20年４月１日をもって新設分割の方法によ

り持株会社体制に移行する旨を平成19年５月17日開催の取

締役会において、下記のとおり決議いたしました。

（１）分割の目的 

　当社は昭和49年２月に会社設立以来、独自性の高い３つ

の事業戦略（「ひとつ先のライフスタイルの創造」「さま

ざまなブランドの創造と育成」「グローバルな視点でのブ

ランドコラボレーション」）を推進し、事業領域を拡大し

てまいりました。現在においては、当社単体の事業に加え、

子会社11社、包括的に関連会社１社を含めたThe SAZABY 

LEAGUE（グループアイデンティティー）のライフスタイ

ル ブランドポートフォリオ経営を推進しております。

　このたび、ライフスタイル ブランドポートフォリオ経

営の一層の進化を通した今後のThe SAZABY LEAGUEの長期

的な発展と全体価値の向上を実現すべく、持株会社体制へ

の移行を決定いたしました。

（２）分割する事業の内容

　生活雑貨等の販売、飲食店（ティールーム）の運営等、

バッグ・革小物等の販売、及びアクセサリー・服飾雑貨等

の販売にかかる事業。

　なお、当事業年度における当該事業の売上高は以下のと

おりであります。

事業の内容
生活雑貨等の

販売

飲食店

（ティールーム）

の運営等

バッグ・

革小物等の販売

アクセサリー・

服飾雑貨等の

販売

 売上高

（百万円）
15,901 13,505 5,747 10,723

（３）会社分割の形態

　当社を新設分割会社とし、当社の全額出資子会社である

株式会社アイシーエル、株式会社ビーエルティー、株式会

社バゲージハンドラーズ、株式会社エーアンドエスの４社

を新設分割設立会社とする分社型新設分割であります。

１．新設分割による持株会社体制への移行

　「３．経営の方針」の「（1）The SAZABY LEAGUEの経

営の基本方針」に記載のとおり、当社はライフスタイ

ル ブランドポートフォリオ経営の一層の推進を図るべ

く、新設分割の方法により、平成20年４月１日をもって

持株会社体制に移行いたしました。

（１）会社分割後の状況

商号 株式会社サザビーリーグ

主な事業内容

 持株会社としてのグループ経営

 戦略の策定、推進、グループ経

 営の監査、その他経営管理等

資本金の額  4,593百万円

資産の額  54,624百万円

負債の額  5,988百万円

従業員数  126人

（２）新設分割会社（効力発生日　平成20年４月１日）

承継会社の名称 株式会社アイシーエル

承継した事業の内容  生活雑貨等の販売

資本金の額  90百万円

承継した資産の額  4,793百万円

承継した負債の額  4,303百万円

従業員数  354人

承継会社の名称 株式会社ビーエルティー

承継した事業の内容  飲食店（ティールーム）の運営等

資本金の額  90百万円

承継した資産の額  2,712百万円

承継した負債の額  2,222百万円

従業員数  474人

承継会社の名称 株式会社バゲージハンドラーズ

承継した事業の内容  バッグ・革小物等の販売

資本金の額  90百万円

承継した資産の額  1,885百万円

承継した負債の額  1,395百万円

従業員数  253人

承継会社の名称 株式会社エーアンドエス

承継した事業の内容  アクセサリー・服飾雑貨等の販売

資本金の額  90百万円

承継した資産の額  3,284百万円

承継した負債の額  2,794百万円

従業員数  528人
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前事業年度 
（自　平成18年４月１日 
至　平成19年３月31日） 

当事業年度 
（自　平成19年４月１日 
至　平成20年３月31日） 

（４）新設分割設立会社の概要

名称　　　　　株式会社アイシーエル

本店所在地　  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目11番１号

代表者　　　　勝浦　清貴

資本金　　　　90百万円

純資産　　　　未定

総資産　　　　未定

事業の内容　　生活雑貨等の販売

名称　　　　　株式会社ビーエルティー

本店所在地　  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目11番１号

代表者　　　　中村　達也

資本金　　　　90百万円

純資産　　　　未定

総資産　　　　未定

事業の内容　　飲食店（ティールーム）の運営等

名称　　　　　株式会社バゲージハンドラーズ

本店所在地　  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目11番１号

代表者　　　　林　典男

資本金　　　　90百万円

純資産　　　　未定

総資産　　　　未定

事業の内容　　バッグ・革小物等の販売

名称　　　　　株式会社エーアンドエス

本店所在地　  東京都渋谷区千駄ケ谷２丁目11番１号

代表者　　　　白川　集一

資本金　　　　90百万円

純資産　　　　未定

総資産　　　　未定

事業の内容　　アクセサリー・服飾雑貨等の販売

（５）分割期日

　平成20年４月１日
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６．その他
(1）役員の異動

　①代表者の異動

　当社は、平成20年５月15日開催の取締役会において、下記のとおり代表者の異動を内定いたしましたのでお知らせ

いたします。

　なお、本件は平成20年６月20日開催予定の当社第36期定時株主総会および終了後の取締役会にて正式に決定される

予定です。

　詳細につきましては、平成20年５月15日発表の「代表者の異動に関するお知らせ」をご確認ください。

異動の内容（平成20年６月20日付）

新役職名 氏名 現役職名

取締役会長 鈴木　陸三 代表取締役社長 

代表取締役社長 森　　正督 代表取締役副社長 

　②その他の役員の異動

　当社は、平成20年５月15日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定いたしましたのでお知らせ

いたします。

　なお、新任取締役の選任につきましては、平成20年６月20日開催予定の当社第36期定時株主総会にて正式に決定さ

れる予定です。

１．新任取締役（平成20年６月20日付）

新役職名 氏名 現役職名

取締役 新道　　薫 
常務執行役員

経営統括室室長

取締役 水登　　慎 
常務執行役員

営業統括室室長 

 ２．退任取締役（平成20年６月20日付）

現役職名 氏名

専務取締役 岩本　眞弘

取締役 吉村　秀實
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