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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 67,126 ― 2,847 ― 3,925 ― 1,478 ―
20年3月期第3四半期 64,936 8.3 4,442 0.5 5,851 9.2 3,026 22.8

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3四半期 72.23 ―
20年3月期第3四半期 147.80 ―

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3四半期 73,371 55,715 75.5 2,724.91
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3四半期  55,425百万円 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 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 89,800 2.4 3,100 △43.6 4,300 △41.0 1,200 △65.4 58.69

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、４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、４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3四半期  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3四半期  598,881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3四半期  20,466,492株 20年3月期第3四半期  20,478,532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３四半期は、世界経済が連鎖的に大きく失速する中、国内景気の一層の後退が鮮明となり、加えて雇用不安が

消費マインドの低下に拍車をかけ、消費者の節約・倹約志向が上半期に比べても更に顕著になり、小売業を取り巻く

環境は厳しい状況で推移いたしました。

　このような環境において、The SAZABY LEAGUEは、売上計画の達成に向け営業努力を続けると共に、全社において

販売管理費の削減に努めてきました。また現在の市況を鑑み、全社の中期事業計画の見直しを進めております。

 

　当第３四半期連結累計期間の売上高は671億26百万円（前年同期比3.4％増）、営業利益は28億47百万円（同35.9％

減）、経常利益は39億25百万円（同32.9％減）、四半期純利益は14億78百万円（同51.2％減）となりました。店舗の

状況につきましては、当第３四半期連結累計期間中に73店舗を新たに出店し、営業政策上23店舗を閉鎖し、その結果、

当第３四半期連結累計期間末店舗数は619店舗（前連結会計年度末569店舗）となりました。

　

　当第３四半期の既存店合計の対前年増収率につきましては、平成20年11月13日公表の業績予想では、△1.8％（衣

料・服飾雑貨△2.0％、生活雑貨△0.5％、飲食・サービス△2.5％）を見込んでおりましたが、実績では△4.1％（衣

料・服飾雑貨△5.1％、生活雑貨△5.2％、飲食・サービス△0.5％）と、ファッション関連ならびに生活雑貨の売上

の減速幅が大きくなり、12月の営業状況（３月末決算会社）につきましても、全般的にクリスマス商戦の盛り上がり

に欠け、各商業施設での秋冬物商品のセール前倒し実施の影響もあり、例年に比べプロパー商品の動きが低調であり

ました。

　一方、飲食事業は客数減少の影響を新規メニューの展開による単価アップ等で最小限に止める事ができました。

　以上、当第３四半期連結累計期間は主に売上計画の未達成により、営業利益は28億47百万円（計画達成率約85％）

にとどまりました。

 

（注）上記の当第３四半期の既存店増収率の実績は、２月末決算会社（９月～11月）と３月末決算会社（10月～12

月）の実績を反映した数字で、弊社ホームページに掲載しております月次ＩＲレポートの各月の単純集計数値

と異なりますのでご留意ください。

(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230億22百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益は22億46百万円となりました。

②Brand Incubation（様々なブランドの創造と育成）

　売上高は303億54百万円（前年同期比2.8％増）、営業利益は23億61百万円となりました。　

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137億49百万円（前年同期比9.2％増）、営業利益は△４億71百万円となりました。 

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378億44百万円（前年同期比4.1％増）となりました。

②生活雑貨

　売上高は138億88百万円（前年同期比2.8％増）となりました。

③飲食・サービス

　売上高は156億40百万円（前年同期比2.4％増）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。
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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28億99百万円増加し、390億36百万円となりました。これは主として現金

及び預金が23億75百万円、受取手形及び売掛金が24億59百万円、棚卸資産が23億69百万円、それぞれ増加した一方

で、有価証券が54億84百万円減少したことによるものです。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて22億89百万円減少し、343億35百万円となりました。これは主として投資

その他の資産が31億37百万円減少した一方で、有形固定資産が８億93百万円増加したことによるものです。

　この結果、当第３四半期連結累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて６億10百万円増加し、733

億71百万円となりました。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末に比べて３億93百万円増加し、158億51百万円となりました。これは主として支払

手形及び買掛金が18億54百万円、未払費用が６億12百万円、それぞれ増加した一方で、短期借入金が23億10百万円

減少したことによるものです。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて４億61百万円減少し、18億４百万円となりました。これは主として預り

保証金が２億30百万円、長期借入金が１億95百万円、それぞれ減少したことによるものです。

　この結果、当第３四半期連結累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68百万円減少し、176億

55百万円となりました。

（純資産）

　当第３四半期連結累計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて６億78百万円増加し、557億15百万円

となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期連結累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55億９百万円減少し、147億89百万円となりました。当第３四半期連結累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３四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、８億75百万円となりました。これは主に税金

等調整前四半期純利益35億89百万円や仕入債務の増加18億54百万円等により資金が増加した一方で、売上債権の増

加25億17百万円や法人税等の支払い31億47百万円等により資金が減少したことによるものです。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

　当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は、14億61百万円となりました。これは主に投資

有価証券の償還による収入10億円等により資金が増加した一方で、有形固定資産の取得による支出22億10百万円等

により資金が減少したことによるものです。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー　　

当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は、31億72百万円となりました。これは主に短期

借入金の純減22億40百万円及び配当金の支払５億11百万円によるものです。　
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第３四半期の業績ならびに直近の状況を踏まえ、平成20年11月13日に公表いたしました業績予想を以下のとおり

修正いたしております。

　売上高 　  89,800百万円（前連結会計年度比 2.4％増）

　営業利益    3,100百万円（前連結会計年度比 43.6％減）

　経常利益    4,300百万円（前連結会計年度比 41.0％減）

　当期純利益  1,200百万円（前連結会計年度比 65.4％減）

　売上高の確保と在庫の適正化に向け営業努力を続けると共に、全社をあげて販売管理費の削減努力等も進めており

ますが、既存店の売上高減少の影響ならびに今後の春物商品の立ち上がりも低調であると予想したこと等が主な修正

の要因であります。

　なお、平成21年３月期の年間配当金は、前回予想のとおり１株当たり30円を予定しております。

　また業績予想の修正の詳細については、平成21年２月12日公表の「平成21年３月期通期業績予想の修正に関するお

知らせ」をご確認ください。

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３四半期連結累計期間末のたな卸高に関しては、一部の会社において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３四半期連結累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。

株式会社サザビーリーグ （7553）　平成21年3月期 第3四半期決算短信

－ 4 －



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 16,589 14,214

受取手形及び売掛金 8,974 6,514

有価証券 1,500 6,984

商品 9,141 6,804

その他 2,890 1,660

貸倒引当金 △58 △42

流動資産合計 39,036 36,136

固定資産   

有形固定資産 6,942 6,049

無形固定資産 703 748

投資その他の資産   

関係会社株式 11,727 10,989

敷金及び保証金 7,085 7,354

その他 7,934 11,482

貸倒引当金 △58 －

投資その他の資産合計 26,689 29,826

固定資産合計 34,335 36,624

資産合計 73,371 72,761

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,955 3,100

短期借入金 2,507 4,817

未払法人税等 1,323 1,846

賞与引当金 903 458

役員賞与引当金 133 －

その他 6,028 5,234

流動負債合計 15,851 15,457

固定負債   

長期借入金 400 595

退職給付引当金 311 280

役員退職慰労引当金 1,021 1,089

その他 71 301

固定負債合計 1,804 2,266

負債合計 17,655 17,723
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 47,374 46,407

自己株式 △1,997 △1,842

株主資本合計 55,723 54,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27 65

繰延ヘッジ損益 △319 △202

為替換算調整勘定 △5 －

評価・換算差額等合計 △297 △137

少数株主持分 290 262

純資産合計 55,715 55,037

負債純資産合計 73,371 72,761
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 67,126

売上原価 22,174

売上総利益 44,952

営業収入 63

営業総利益 45,015

販売費及び一般管理費  

不動産賃借料 12,700

貸倒引当金繰入額 70

給料手当及び賞与 12,073

賞与引当金繰入額 903

役員賞与引当金繰入額 133

退職給付費用 64

役員退職慰労引当金繰入額 29

その他 16,192

販売費及び一般管理費合計 42,168

営業利益 2,847

営業外収益  

受取利息 98

受取配当金 3

持分法による投資利益 888

その他 222

営業外収益合計 1,212

営業外費用  

支払利息 50

デリバティブ評価損 36

貸倒引当金繰入額 4

その他 42

営業外費用合計 133

経常利益 3,925

特別損失  

固定資産除却損 209

過年度役員退職慰労引当金繰入額 110

その他 16

特別損失合計 336

税金等調整前四半期純利益 3,589

法人税等 2,083

少数株主利益 27

四半期純利益 1,478
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 23,902

売上原価 7,639

売上総利益 16,263

営業収入 27

営業総利益 16,291

販売費及び一般管理費  

不動産賃借料 4,488

貸倒引当金繰入額 77

給料手当及び賞与 3,939

賞与引当金繰入額 432

役員賞与引当金繰入額 44

退職給付費用 22

役員退職慰労引当金繰入額 11

その他 5,621

販売費及び一般管理費合計 14,637

営業利益 1,653

営業外収益  

受取利息 26

受取配当金 1

持分法による投資利益 285

その他 69

営業外収益合計 382

営業外費用  

支払利息 24

デリバティブ評価損 42

貸倒引当金繰入額 4

その他 14

営業外費用合計 85

経常利益 1,950

特別損失  

固定資産除却損 63

その他 0

特別損失合計 63

税金等調整前四半期純利益 1,886

法人税等 906

少数株主利益 14

四半期純利益 965
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 3,589

減価償却費 1,133

持分法による投資損益（△は益） △888

長期前払費用償却額 121

デリバティブ評価損益（△は益） 36

貸倒引当金の増減額（△は減少） 74

退職給付引当金の増減額（△は減少） 42

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △67

賞与引当金の増減額（△は減少） 444

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 133

固定資産除却損 209

受取利息及び受取配当金 △101

支払利息 50

売上債権の増減額（△は増加） △2,517

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,369

仕入債務の増減額（△は減少） 1,854

その他 289

小計 2,035

利息及び配当金の受取額 290

利息の支払額 △53

法人税等の支払額 △3,147

営業活動によるキャッシュ・フロー △875

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 △2,210

無形固定資産の取得による支出 △173

敷金及び保証金の差入による支出 △435

敷金及び保証金の回収による収入 478

保険積立金の払戻による収入 224

関係会社株式の取得による支出 △152

投資有価証券の償還による収入 1,000

預り保証金の返還による支出 △230

その他 37

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,461

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） △2,240

長期借入金の返済による支出 △265

自己株式の取得による支出 △155

配当金の支払額 △511

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,172
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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） △5,509

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 14,789
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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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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
8,030 11,263 4,636 23,930 － 23,930

(2）セグメント間の

内部売上高・営業収入
1 0 39 41 △41 －

計 8,031 11,264 4,675 23,971 △41 23,930

営業利益又は営業損失（△） 862 1,256 △67 2,051 △398 1,653

当第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31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
23,028 30,358 13,803 67,189 － 67,189

(2）セグメント間の

内部売上高・営業収入
5 0 60 67 △67 －

計 23,033 30,359 13,864 67,257 △67 67,189

営業利益又は営業損失（△） 2,246 2,361 △471 4,136 △1,289 2,847

　（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

　　第１四半期連結会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

生活雑貨事業：Afternoon Tea（Afternoon Tea LIVING）

飲食事業：Afternoon Tea（Afternoon Tea TEAROOM）

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

衣料事業：ANAYI / ESTNATION / And A

服飾雑貨事業：agete / SAZABY
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(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

衣料事業：AMERICAN RAG CIE / Zadig & Voltaire / 3.1 phillip lim

服飾雑貨事業：CAMPER / Valextra

生活雑貨事業：JANE PACKER

飲食事業：KIHACHI

サービス事業：TAACOBA

〔所在地別セグメント情報〕

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12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。

〔海外売上高〕

　当第３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年12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。

（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

（１）（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３四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 64,936

Ⅱ　売上原価 20,928

売上総利益 44,008

Ⅲ　営業収入 81

営業総利益 44,089

Ⅳ　販売費及び一般管理費 39,646

営業利益 4,442

Ⅴ　営業外収益 1,473

Ⅵ　営業外費用 64

経常利益 5,851

Ⅶ　特別利益 136

Ⅷ　特別損失 568

税金等調整前四半期純利益 5,419

法人税等 2,373

少数株主利益（控除） 19

四半期純利益 3,026
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