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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 21,732 ― 963 ― 1,289 ― 450 ―
20年3月期第1四半期 20,954 7.7 1,610 6.2 2,080 14.8 1,169 28.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 22.00 ―
20年3月期第1四半期 57.11 ―

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

21年3月期第1四半期 69,754 55,152 78.7 2,679.96
20年3月期 72,761 55,037 75.3 2,674.75

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  54,881百万円 20年3月期  54,774百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 30.00 30.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 ― 1,526 ― 2,303 ― 765 ― 37.39
通期 96,297 9.8 6,192 12.6 7,754 6.4 3,903 12.4 190.60

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第12号） 及び 「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指
針第14号） を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２． 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。実際の実績等は、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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 20,939,200株 20年3月期 20,939,200株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 460,701株 20年3月期 460,701株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 20,478,499株 20年3月期第1四半期 20,478,536株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期（平成20年４月１日～平成20年６月30日）は、資源価格の高騰による製品価格の上昇などにより、個

人消費が低迷し、業界全体が厳しい環境の中で推移いたしました。

　このような環境において、The SAZABY LEAGUEは、平成20年４月１日より持株会社体制に移行し、以下の取り組み

を行ってきました。

○中期事業計画（平成23年３月期）の策定と、リーグ全体の収益と企業価値向上の実現に向けた新経営体制の構築

○各子会社の業績管理のモニタリング体制の強化

○今後のライフスタイル ブランドポートフォリオ戦略の方向性についての検証

　店舗の状況につきましては、当第１四半期連結期間中に19店舗を新たに出店し、営業政策上12店舗を閉鎖しその結

果、当第１四半期連結期間末店舗数は576店舗（前連結会計年度末569店舗）となりました。

　当第1四半期の売上高は217億32百万円（前年同期比3.7％増）、営業利益は９億63百万円（同40.2％減）、経常利

益は12億89百万円（同38.0％減）、四半期純利益は４億50百万円（同61.5％減）となりました。

(セグメント別事業の状況） 

①Living Style Value Creation（ひとつ先のリビングスタイルの創造）

　売上高は73億89百万円（前年同期比1.2％増）、営業利益は７億９百万円となりました。

②Brand Incubation（様々なブランドの創造と育成）

　売上高は98億５百万円（前年同期比4.9％増）、営業利益は９億21百万円となりました。　

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45億37百万円（前年同期比5.4％増）、営業利益は△１億95百万円となりました。 

　セグメント別売上高、営業利益はセグメント間の取引については相殺消去しております。　 

（ご参考　業種別の状況）

①衣料・服飾雑貨計

　売上高は120億73百万円（前年同期比5.5％増）となりました。

②生活雑貨

　売上高は45億78百万円（前年同期比3.6％増）となりました。

③飲食・サービス

　売上高は51億55百万円（前年同期比0.2％減）となりました。

　業種別の売上高は連結消去前の各社の単純合算の記載としております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末に比べて33億63百万円減少し、327億72百万円となりました。これは主として商品

が７億34百万円増加した一方で、現金及び現金同等物が41億76百万円減少したことによります。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて３億57百万円増加し、369億82百万円となりました。これは主として関係

会社株式が持分法損益の取り込みにより２億25百万円増加したことによります。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて30億６百万円減少し、697

億54百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて28億46百万円減少し、126億11百万円となりました。これは主として短期

借入金が28億30百万円減少したことによります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて２億75百万円減少し、19億90百万円となりました。これは主として役員

退職慰労引当金が１億54百万円減少したことによります。

　この結果、当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて31億21百万円減少し、

146億１百万円となりました。　
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（純資産）

　当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて１億15百万円増加し、551億52百万円

となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べて41億76百万円減少し、161億22百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フロー

の状況とそれらの増減要因は次のとおりであります。　　

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金の減少は、77百万円となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益11億67百万円や仕入債務の増加６億48百万円等により資金が増加した一方で、法人税等の支払い

17億98百万円等により資金が減少したこと等によるものです。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

　当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は、７億64百万円となりました。これは主に有形

固定資産の取得による支出６億７百万円や敷金及び保証金の差入による支出１億29百万円等によるものです。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー　　

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金の減少は、33億34百万円となりました。これは主に短期

借入金の純減27億20百万円及び配当金の支払５億12百万円によるものです。　

３．連結業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年5月15日公表の業績予想に変更はございません。

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）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① たな卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末のたな卸高に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

② 法人税等、繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

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

生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。

③ 税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,022 14,214

受取手形及び売掛金 6,831 6,514

有価証券 － 6,984

商品 7,538 6,804

その他 1,420 1,660

貸倒引当金 △40 △42

流動資産合計 32,772 36,136

固定資産   

有形固定資産 6,082 6,049

無形固定資産 724 748

投資その他の資産   

関係会社株式 11,215 10,989

敷金及び保証金 7,180 7,354

その他 11,780 11,482

投資その他の資産合計 30,175 29,826

固定資産合計 36,982 36,624

資産合計 69,754 72,761

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,748 3,100

短期借入金 1,987 4,817

未払法人税等 904 1,846

賞与引当金 950 458

役員賞与引当金 51 －

その他 4,968 5,234

流動負債合計 12,611 15,457

固定負債   

長期借入金 603 595

退職給付引当金 295 280

役員退職慰労引当金 935 1,089

その他 156 301

固定負債合計 1,990 2,266

負債合計 14,601 17,723
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,593 4,593

資本剰余金 5,752 5,752

利益剰余金 46,346 46,407

自己株式 △1,842 △1,842

株主資本合計 54,850 54,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 81 65

繰延ヘッジ損益 △49 △202

為替換算調整勘定 △1 －

評価・換算差額等合計 30 △137

少数株主持分 271 262

純資産合計 55,152 55,037

負債純資産合計 69,754 72,761
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 21,732

売上原価 6,937

売上総利益 14,794

営業収入 19

営業総利益 14,814

販売費及び一般管理費  

不動産賃借料 4,147

給料手当及び賞与 3,812

賞与引当金繰入額 490

役員賞与引当金繰入額 51

退職給付費用 25

役員退職慰労引当金繰入額 13

その他 5,308

販売費及び一般管理費合計 13,850

営業利益 963

営業外収益  

受取利息 44

受取配当金 2

持分法による投資利益 244

その他 60

営業外収益合計 351

営業外費用  

支払利息 17

その他 8

営業外費用合計 26

経常利益 1,289

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 115

その他 7

特別損失合計 123

税金等調整前四半期純利益 1,167

法人税等合計 708

少数株主利益 8

四半期純利益 450
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,167

減価償却費 356

持分法による投資損益（△は益） △244

長期前払費用償却額 39

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △154

賞与引当金の増減額（△は減少） 491

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 51

固定資産除却損 115

受取利息及び受取配当金 △47

支払利息 17

売上債権の増減額（△は増加） △316

たな卸資産の増減額（△は増加） △729

仕入債務の増減額（△は減少） 648

その他 98

小計 1,513

利息及び配当金の受取額 215

利息の支払額 △8

法人税等の支払額 △1,798

営業活動によるキャッシュ・フロー △77

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △607

無形固定資産の取得による支出 △47

敷金及び保証金の差入による支出 △129

その他 20

投資活動によるキャッシュ・フロー △764

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,720

長期借入金の返済による支出 △101

配当金の支払額 △512

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,334

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,176

現金及び現金同等物の期首残高 20,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,122
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」 （企業会計基準第12号） 及び 「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」 （企業会計基準適用指針第14号） を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」

に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

Living Style
Value

Creation
（百万円）

Brand
Incubation

 
（百万円）

Global
Brand

Alliance
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

売上高・営業収入

(1）外部顧客に対する

売上高・営業収入
7,390 9,809 4,552 21,752 － 21,752

(2）セグメント間の

内部売上高・営業収入
4 0 13 18 △18 －

計 7,394 9,809 4,566 21,770 △18 21,752

営業利益又は営業損失（△） 709 921 △195 1,435 △471 963

　（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

    当第１四半期連結累計期間より一部記載を省略いたしましたが、商品の構成に変更はございません。

(1）Living Style Value Creation

ひとつ先のリビングスタイルの創造

　　Afternoon Tea 

なお、従来までの「Lifestyle Value Creation」は、当期より「Living Style Value Creation」に呼称を

変更いたしました。

(2）Brand Incubation

様々なブランドの創造と育成

　　　　ANAYI / And A / ESTNATION / SAZABY / agete 

(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　 

JANE PACKER / Valextra / CAMPER / Zadig & Voltaire / KIHACHI / AMERICAN RAG CIE /

 TAACOBA / 3.1 phillip lim

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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

　当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 20,954

Ⅱ　売上原価 6,557

売上総利益 14,397

Ⅲ　営業収入 24

営業総利益 14,421

Ⅳ　販売費及び一般管理費 12,810

営業利益 1,610

Ⅴ　営業外収益 493

Ⅵ　営業外費用 23

経常利益 2,080

Ⅶ　特別利益 3

Ⅷ　特別損失 62

税金等調整前四半期純利益 2,022

法人税等 839

少数株主利益（控除） 12

四半期純利益 1,169
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