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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 83,663 △6.5 3,152 △6.0 4,751 △0.9 2,607 41.6
21年3月期 89,487 2.1 3,355 △39.0 4,794 △34.2 1,840 △47.0

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 ％ ％ ％

22年3月期 129.70 ― 4.5 6.6 3.8
21年3月期 90.18 ― 3.3 6.6 3.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  1,173百万円 21年3月期  1,116百万円

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

22年3月期 71,715 57,978 80.4 2,873.85
21年3月期 73,079 56,123 76.4 2,759.79

（参考） 自己資本   22年3月期  57,649百万円 21年3月期  55,826百万円

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

22年3月期 3,863 △3,880 △1,778 14,942
21年3月期 2,484 △2,443 △3,604 16,737

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 606 33.0 1.1
22年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 601 23.1 1.1
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 30.00 30.00 120.6

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

38,300 △5.4 750 17.5 800 △50.2 △1,200 ― △59.82

通期 80,500 △3.8 3,500 11.0 4,200 △11.6 500 △80.8 24.92
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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）  無  

(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） 

（注）詳細は、20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、４．会計処理に関する事項、(3)重要な引当金の計上基準、c退職給付引
当金」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 22年3月期 20,939,200株 21年3月期 20,939,200株
② 期末自己株式数 22年3月期  878,981株 21年3月期  710,841株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業収入 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 ％ 百万円 ％

22年3月期 566 82.7 3,618 △28.5 1,796 △5.7 2,363 △3.7 2,034 ―
21年3月期 310 △99.4 5,062 239.3 1,904 △69.6 2,454 △64.2 △2,374 ―

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

22年3月期 101.21 ―
21年3月期 △116.31 ―

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

22年3月期 50,708 46,380 91.5 2,312.06
21年3月期 50,524 45,226 89.5 2,235.80

（参考） 自己資本 22年3月期  46,380百万円 21年3月期  45,226百万円

※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４ページを参照してください。 
 
当社は持株会社であり、当社の収益は、関係会社からのロイヤリティ収入、業務委託収入、配当収入が主となり、費用は持株会社としての機能に係るもの
が主となりました。よって、個別業績予想につきましては、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。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度の小売業界は、厳しい雇用環境や所得の減少懸念から消費者の生活防衛意識や節約志向が引き続き

高い状況の中、デフレが進行するなど、依然として先行きに対する不透明感が続きました。 

 また衣料服飾雑貨、生活雑貨、飲食等の多くの業種において市場価格の低下が進み、業界の消費構造の変化が一層

顕著になっております。 

 このような環境下において、The SAZABY LEAGUEは、中期事業方針の見直しに着手し、経営課題の抽出と具体的な

改善策の検討および市場環境の変化に対する各子会社の戦略・ビジネスモデルの見直しと検証を進め、下記のとおり

ポートフォリオの再構築と体制の変更を行ってきました。 

 １）ライフスタイル ブランドポートフォリオの再構築 

 ①事業の再編  

  －飲食系子会社の合併 平成21年８月１日（新会社名 アイビー（株）） 

  －ファッション系子会社の合併 平成22年３月１日（新会社名 ＹＵＧＯ（株））  

 ②事業の閉鎖ならびに撤退 

 －（株）ヴィアンドエス  平成22年２月特別清算結了 

 －（株）アイエスエル   平成22年10月解散予定 

 ２）マネジメントシステムの変更 

  ①持株会社組織の再編と迅速な意思決定のための主要会議体の見直し 

  ②子会社の自律性を高めるための取締役会機能の強化と責任と権限の明確化  

営業の概況 

 当連結会計年度の通期の既存店売上高前年比は88.5％（上期計86.3％、下期計90.7％）となりました。上期は引き

続き、百貨店を中心とした商業施設の売上が低迷し、消費者の生活防衛意識が一層高まる等、厳しい状況で推移しま

したが、下期以降、市場にも底打ち観が見え始めたことやリーグ内でも営業政策的な打ち手が効果を発揮してきた事

業もあり、既存店売上高は回復基調にあります。 

出退店の状況  

 店舗の状況につきましては、当連結会計年度中に44店舗を新たに出店し、営業政策上84店舗を閉鎖し、その結果、

期末店舗数は586店舗（前期末626店舗）となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度は、主に既存店売上の減収ならびに複数事業の撤退により、売上高836億63百万円

（前期比6.5％減）となりました。また、既存店売上の減収による店舗利益の減少に対し、リーグ全社をあげて売上

の状況に応じた仕入計画の見直しや在庫の軽減努力ならびに管理可能経費の圧縮等に努めてまいりましたが、営業利

益は31億52百万円（同6.0％減）と減益となりました。一方で持分法投資利益が昨年とほぼ同じ水準となったことか

ら、経常利益は47億51百万円（同0.9％減）と前年に比べ微減に止まりました。また、事業撤退に係る引当金の戻入

等により、税金等調整前当期純利益は36億42百万円（同6.8％増）、税金費用の減少等により当期純利益は26億７百

万円（同41.6％増）となりました。１株当たり当期純利益は前期の90.18円に対し、129.70円となりました。 

１．経営成績

   合計  衣料・服飾雑貨 生活雑貨 飲食・サービス 

前連結会計年度末  626 369 96  161

当連結会計年度出店  44 30 9  5

当連結会計年度退店  84 67 5  12

当連結会計年度末  586 332 100  154
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セグメント別事業の状況 

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

 売上高は360億50百万円（前期比16.2％増）、営業利益は30億24百万円（前期比1.0％増）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362億96百万円（同9.2％減）、営業利益は16億71百万円（同30.9％減）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113億16百万円（同38.9％減）、営業損失は２億38百万円（前期営業損失５億50百万円）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 

 売上高は468億92百万円（前期比6.5％減）、営業損失は４億58百万円（前期営業損失２億66百万円）となりまし

た。既存店売上高前年比は87.0％（上期83.3％、下期90.4％）となりました。営業施策的には、主に商品企画体制

の強化を通した魅力ある商品提案、売上の推移に応じた仕入計画の見直しや在庫の適正化に継続的に取り組んでき

ました。各社が自社の対象顧客に的確な商品を適時に提供することに注力してきた結果、年末商戦以降、底打ち観

が見え売上が回復基調にある事業も出てきております。 

 また、当連結会計年度中に赤字子会社２社の営業終了ならびに他子会社の複数の赤字ブランドの撤退を判断し、

営業赤字の削減による次期以降の利益改善に積極的に取り組みました。  

②生活雑貨 

 売上高は171億69百万円（同7.5％減）、営業利益は14億90百万円（同5.9％減）となりました。また既存店売上

高前年比は主に客数減少の影響により89.1％（上期86.4％、下期91.6％）となりました。このような環境の中、顧

客視点を重視した商品施策（魅力・価値のある商品提案を重視しSKU数の一部削減、販売価格の一部見直し等）

や、サービスレベルの向上、店頭でのキャンペーン活動を通してお買い得感をアピールする販促活動等に継続的に

取り組むとともに、固定費圧縮を通して売上減による減益幅を 小限に止めました。 

 また駅ビルを中心とした小型店舗の多店舗化のビジネスモデルの開発・リモデルを進め、生活雑貨事業

（Cocoonist：コクーニスト３店舗）ならびに、生花事業（La Coloriste：ラ・コロリスト１店舗）の展開を進め

てきました。  

③飲食・サービス 

 売上高は200億20百万円（同5.3％減）、営業利益は１億７百万円（同314.3％増）となりました。既存店売上高

前年比は91.6％（上期92.7％、下期90.4％）となりました。上期は一昨年に行ったメニュー変更に伴う客単価アッ

プが客数減少を補っておりましたが、下期はその効果も一巡し既存店売上高前年比は若干悪化する形となりまし

た。営業施策としては、客数増加を目指した既存店舗のリニューアルおよび不採算店舗の撤退による利益改善に取

り組んでおります。なお当連結会計年度は飲食事業のリーグ内統合を行いましたが、その効果の一つとして原材料

費、人件費のコントロールが想定以上に進み、年初は赤字を見込んでおりましたが、通期で黒字の確保を達成しま

した。  

（次期の見通し）  

 市場環境の一部では底打ち観が見え始めておりますが、雇用や所得不安の懸念は未だ払拭されず、今後の先行き

も依然不透明であると考えております。また春物商戦の立ち上がりにおいても例年にない天候不順や低温の影響も

あり、今後も売上動向に応じた適正な施策を迅速に行うとともに、引き続き経費の効率化に臨んでいく必要があり

ます。 

 これらの状況を踏まえ、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805億円（前期比3.8％

減）、また既存店売上高前年比は通期の計画で98.7％を想定しております。 

営業利益は赤字事業の撤退による利益改善効果により、35億円（同11.0％増）を見込んでおります。一方、関連会

社の持分法投資利益が資産除去債務に関する会計基準の適用による特別損失等により減少する見込みであるため、

経常利益は42億円と減益の見込みです。また当期純利益については、資産除去債務に関する会計基準の適用等に伴

う特別損失12億円の計上および税金費用負担により、５億円（同80.8％減）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17億94百万円

減少し、149億42百万円となりました。 

 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、38億63百万円（前期比13億79百万円増）となりました。

これは主に税金等調整前当期純利益36億42百万円やたな卸資産の減少11億36百万円、法人税等の還付９億57百万円

等により資金が増加した一方で、法人税等の支払い30億88百万円等により資金が減少したことによるものです。 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、38億80百万円（前期比14億36百万円増）となりました。

これは主に預入期間が３ヶ月を超える定期預金の純増57億円や有形固定資産の取得による支出６億７百万円等によ

り資金が減少した一方で、投資有価証券の純減20億円や敷金及び保証金の回収による収入６億40百万円等により資

金が増加したことによるものです。 

 当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、17億78百万円（前期比18億26百万円減）となりました。

これは主に短期借入金の純減７億円や配当金の支払６億７百万円等によるものです。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は連結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

しております。 

 また、当社は子会社からのロイヤリティー収入や関連会社等からの配当金収入により、投資および営業経費を賄い

つつ、外部株主の皆様への配当金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。今後も株主の皆様

への利益配分の水準向上を目指し、LEAGUE全体の収益力向上の実現に取り組んでまいります。 

 以上により、当期の配当につきましては、１株当り30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、想定される経営状況、財務状況等を総合的に勘案し、普通配当を１株当り30円と

予想いたします。 
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 「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15
社、関連会社３社ならびに関連会社の子会社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ひとつ先のリビングスタイルの創造「リビング スタイル バリュー クリエーション
（Living Style 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主な関係会社の当該事業にかかる位置付けなら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。 

（注）１．統一午茶風光股份有限公司（台湾）及びスターバックス コーヒー ジャパン ㈱は持分法適用会社となりま

す。 

２．統一午茶風光(上海)餐飲有限公司（中国）は当社の関連会社であるPCSC AFTERNOON TEA CAYMAN LIMITEDの

100%出資子会社となります。 

３．当社連結子会社であるアンドエー㈱と㈱トリプルアイは、平成22年３月１日を合併期日としてアンドエー㈱

を存続会社とする吸収合併を行いました。なお、アンドエー㈱は合併期日同日に商号をＹＵＧＯ㈱に変更し

ております。 

２．企業集団の状況

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 

（国内）
生活雑貨事業：㈱アイシーエル 
飲食・サービス事業：アイビー㈱ 
（海外） 
統一午茶風光股份有限公司（台湾） 
統一午茶風光(上海)餐飲有限公司（中国） 

Cocoonist ㈱アイシ－エル
KIHACHI
rejiig 

アイビー㈱
misobank 
手前みそ
Villa Oriental 
DESSERTCIRKUS 

ブランド インキュベーション
（Brand Incubation） 

ANAYI 
㈱ファーイーストカンパニー MANOUQUA

allureville 
And A 

ＹＵＧＯ㈱

SABATINO 
scartissue 
ATESPEXS
pilliq
Coin Coin

ESTNATION ㈱エストネーション 
SAZABY ㈱バゲージハンドラーズ 

agete 

㈱エーアンドエス  
NOJESS 
Ripeurb
BELLESIORA 
MIZUKI 

 グローバル ブランド アライアンス 

（Global Brand Alliance） 

RonHerman 当社

JANE PACKER 
㈱アリストフロー 

La Coloriste 
CAMPER ㈱ピナ

AMERICAN RAG CIE 
アメリカンラグ シー ジャパン㈱ 

navasana 
TAACOBA ㈱タアコバ
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 ㈱
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 （事業系統図） 
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(1）The SAZABY LEAGUEの経営の基本方針 

 当社は会社設立以来、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、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 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22年３月31日現在） 

 持株会社    株式会社サザビーリーグ 

 子会社15社   株式会社ファーイーストカンパニー   ＹＵＧＯ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   

株式会社アイシーエル                 アイビー株式会社 

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 

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3.1フィリップリム・ジャパン  株式会社サザビーリーグＩＳ 

株式会社サザビーリーグＨＲ  

 関連会社３社  統一午茶風光股份有限公司 

PCSC AFTERNOON TEA CAYMAN LIMITED  

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社  

 関連会社の子会社１社 統一午茶風光(上海)餐飲有限公司  

３．経営方針
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(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。しかしながら直近の経済環境・市況の推移から勘案し、優先順位として

売上高経常利益率と自己資本当期純利益率（ROE）の回復に注力してまいります。 

 中長期的には、売上高経常利益率10％以上、ROE８％以上の達成を目指してまいります。    

(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するとともに、一部アジア地域での事業展開

を行っております。当連結会計年度において「Afternoon Tea」は、台湾に７店舗、上海に１店舗の新規出店を

行い、当連結会計年度末時点では台湾で10店舗、上海で３店舗を展開しております。 

 また、駅ビルを中心とした小型店舗の多店舗化のビジネスモデルの開発・リモデルを進め、当連結会計年度に

Cocoonistを３店舗出店いたしました。 

（子会社２社） 

生活雑貨事業：（株）アイシーエル 

飲食・サービス事業：アイビー（株） 

（関連会社１社） 

飲食・サービス事業：統一午茶風光股份有限公司（当社出資49.0％）持分法適用会社 

（関連会社の子会社１社） 

飲食・サービス事業：統一午茶風光(上海)餐飲有限公司 

＊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。 

（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。 

（子会社５社） 

衣料・服飾雑貨事業：（株）ファーイーストカンパニー、ＹＵＧＯ（株）、（株）エストネーション、 

（株）バゲージハンドラーズ、（株）エーアンドエス 

（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、グローバルな視点で

The SAZABY LEAGUEが提案していくライフスタイルの価値観を市場に浸透させ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。 

（子会社５社） 

衣料・服飾雑貨事業：当社、（株）ピナ、アメリカンラグ シー ジャパン（株）、 

          （株）3.1フィリップリム・ジャパン 

生活雑貨事業：（株）アリストフロー 

飲食・サービス事業：（株）タアコバ 

（関連会社１社） 

飲食・サービス事業：スターバックス コーヒー ジャパン（株） （当社出資39.9％）持分法適用会社 
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②The SAZABY LEAGUE（主に当社ならびに子会社）が推進する政策 

 （ⅰ）半歩先の提案 

 市場環境や消費者の嗜好の変化が著しい時代の中で、The SAZABY LEAGUEが展開するブランドが常に輝き続

け、マーケットポジションを確保しつつ、健全な成長を実現するためには、常に時代の半歩先のライフスタイ

ル・商品等を提案し続ける必要があります。 

 既存事業は、定期的な市場調査、競合調査、顧客分析等を通して自社のブランドポジションを認識し、常に新

鮮な状態を維持しつつ、時代の変化・旬の先取りをしながらブランド自体の進化を目指しております。 

 新規事業開発においては、過去の成功体験、ビジネスモデルにとらわれず、グローバルな視点かつ時代性を反

映したチャレンジングな新マーケットの開拓及びビジネスモデルの構築を目指しております。  

（ⅱ）子会社の自律推進に向けたマネジメントサイクルの徹底 

 多業種を展開するThe SAZABY LEAGUEでは、市場環境の変化に対し各事業で迅速に対応していくためには、各

子会社の自律した経営を推進していく仕組みが必要です。持株会社と子会社が中期的な経営方針、単年度の事業

計画の進捗の確認、短期的な課題の抽出、具体的なアクションプランの実行ならびにその効果の測定等を同一の

視点で継続討議できる仕組みを構築中です。一方、ガバナンスの観点からは子会社取締役会の機能及び内部監査

機能の充実を図っております。  

 （ⅲ）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

れた経営資源で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。 

（ⅳ）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きます。 

(4）会社の対処すべき課題 

  足元の経済環境や市況はやや回復基調にあるものの、消費全体の力強い回復には暫く時間を要するものと考えてお

ります。また、消費者の嗜好やライフスタイルの変化が顕著になるとともに、百貨店業界全体の売上減少や駅ビル市

場の更なる拡大、ファストファッションの積極展開、e-コマース市場の急成長等の商業施設や販売チャネルの多様化

も進み、消費者の購買行動においても過去の経験則では判断できない複雑多様化の時代を迎えております。 

この状況下において、The SAZABY LEAGUEは、市場や顧客の嗜好の変化に即応する営業施策を行いつつつも将来のThe 

SAZABY LEAGUEの再成長の実現に向けた準備や投資も進めてまいります。具体的には、持株会社の経営体制の再編、

既存事業の売上回復を目指した店舗リニュアル等への積極投資、ブランド戦略の一環であるPR等のコミュニケーショ

ン機能やe-コマースへの投資、新規事業開発機能の充実、次世代経営者育成への具体的投資等を進めてまいります。

また引き続き厳しい市場環境の中で、管理可能経費の見直しと固定費削減の努力も継続し特に本部運営費の効率化に

も着手してまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,537 21,442

受取手形及び売掛金 6,344 6,240

有価証券 1,500 －

商品及び製品 7,487 6,393

繰延税金資産 1,315 1,703

その他 2,817 1,187

貸倒引当金 △4 △0

流動資産合計 38,998 36,967

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,903 8,474

減価償却累計額 △4,229 △4,756

建物及び構築物（純額） 4,674 3,718

土地 347 341

建設仮勘定 18 20

その他 3,186 3,160

減価償却累計額 △1,708 △1,938

その他（純額） 1,478 1,221

有形固定資産合計 6,518 5,300

無形固定資産   

ソフトウエア 577 410

その他 91 87

無形固定資産合計 669 498

投資その他の資産   

投資有価証券 3,805 3,219

関係会社株式 12,394 13,441

敷金及び保証金 7,115 6,649

繰延税金資産 409 405

その他 3,225 5,238

貸倒引当金 △56 △4

投資その他の資産合計 26,893 28,949

固定資産合計 34,081 34,748

資産合計 73,079 71,715
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,053 3,885

短期借入金 2,245 1,410

未払法人税等 1,898 374

未払費用 4,392 3,726

賞与引当金 767 840

その他 1,477 1,183

流動負債合計 14,834 11,420

固定負債   

長期借入金 400 340

繰延税金負債 74 80

退職給付引当金 326 360

役員退職慰労引当金 1,130 1,074

その他 190 460

固定負債合計 2,121 2,316

負債合計 16,956 13,737

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 47,736 49,737

自己株式 △2,140 △2,366

株主資本合計 55,942 57,717

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 15

繰延ヘッジ損益 △96 △57

為替換算調整勘定 △35 △25

評価・換算差額等合計 △116 △67

少数株主持分 297 328

純資産合計 56,123 57,978

負債純資産合計 73,079 71,715
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 89,487 83,663

売上原価 ※1  30,703 ※1  29,163

売上総利益 58,784 54,500

営業収入 94 94

営業総利益 58,878 54,595

販売費及び一般管理費   

地代家賃 16,845 15,687

給料手当及び賞与 16,298 16,148

賞与引当金繰入額 767 840

退職給付費用 95 230

役員退職慰労引当金繰入額 60 63

減価償却費 1,572 1,555

その他 ※2  19,882 ※2  16,917

販売費及び一般管理費合計 55,522 51,442

営業利益 3,355 3,152

営業外収益   

受取利息 123 137

持分法による投資利益 1,116 1,173

その他 354 369

営業外収益合計 1,594 1,680

営業外費用   

支払利息 61 33

デリバティブ評価損 25 7

その他 69 41

営業外費用合計 155 81

経常利益 4,794 4,751

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 8

未払費用戻入額 － 142

商品処分益 － 92

その他 － 22

特別利益合計 － 265

特別損失   

固定資産除却損 ※3  980 ※3  406

減損損失 － ※4  877

商品評価損 174 －

過年度役員退職慰労引当金繰入額 183 －

その他 46 90

特別損失合計 1,383 1,374

税金等調整前当期純利益 3,410 3,642

法人税、住民税及び事業税 2,383 1,379

法人税等調整額 △848 △375

法人税等合計 1,534 1,003

少数株主利益 34 31

当期純利益 1,840 2,607
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,593 4,593

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,593 4,593

資本剰余金   

前期末残高 5,752 5,752

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,752 5,752

利益剰余金   

前期末残高 46,407 47,736

当期変動額   

剰余金の配当 △511 △606

当期純利益 1,840 2,607

当期変動額合計 1,328 2,000

当期末残高 47,736 49,737

自己株式   

前期末残高 △1,842 △2,140

当期変動額   

自己株式の取得 △298 △226

当期変動額合計 △298 △226

当期末残高 △2,140 △2,366

株主資本合計   

前期末残高 54,912 55,942

当期変動額   

剰余金の配当 △511 △606

当期純利益 1,840 2,607

自己株式の取得 △298 △226

当期変動額合計 1,030 1,774

当期末残高 55,942 57,717
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 65 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49 △0

当期変動額合計 △49 △0

当期末残高 15 15

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △202 △96

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 106 39

当期変動額合計 106 39

当期末残高 △96 △57

為替換算調整勘定   

前期末残高 － △35

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △35 10

当期変動額合計 △35 10

当期末残高 △35 △25

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △137 △116

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 20 49

当期変動額合計 20 49

当期末残高 △116 △67

少数株主持分   

前期末残高 262 297

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 34 31

当期変動額合計 34 31

当期末残高 297 328

純資産合計   

前期末残高 55,037 56,123

当期変動額   

剰余金の配当 △511 △606

当期純利益 1,840 2,607

自己株式の取得 △298 △226

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55 81

当期変動額合計 1,085 1,855

当期末残高 56,123 57,978
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 3,410 3,642

減価償却費 1,572 1,555

持分法による投資損益（△は益） △1,116 △1,173

長期前払費用償却額 168 150

減損損失 － 877

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18 △56

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45 34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 41 △55

賞与引当金の増減額（△は減少） 334 72

固定資産除却損 980 406

受取利息及び受取配当金 △126 △140

支払利息 61 33

為替差損益（△は益） 8 －

売上債権の増減額（△は増加） 110 157

たな卸資産の増減額（△は増加） △708 1,136

前払年金費用の増減額（△は増加） △136 －

仕入債務の増減額（△は減少） 952 △167

預り金の増減額（△は減少） 34 △119

未払金の増減額（△は減少） 46 －

未払費用の増減額（△は減少） 146 △360

未収消費税等の増減額（△は増加） △674 675

未払消費税等の増減額（△は減少） 521 △477

その他 △254 △460

小計 5,436 5,729

利息及び配当金の受取額 300 298

利息の支払額 △51 △32

法人税等の還付額 － 957

法人税等の支払額 △3,200 △3,088

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,484 3,863
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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 △500 △2,000

有価証券及び投資有価証券の償還による収入 1,000 4,000

有形固定資産の取得による支出 △2,389 △607

無形固定資産の取得による支出 △170 △130

長期貸付けによる支出 △2 －

長期貸付金の回収による収入 22 －

長期前払費用の取得による支出 △211 △87

敷金及び保証金の差入による支出 △616 △233

敷金及び保証金の回収による収入 625 640

保険積立金の積立による支出 △36 △52

保険積立金の払戻による収入 301 180

関係会社株式の取得による支出 △397 －

定期預金の純増減額（△は増加） 100 △5,700

長期預金の預入による支出 － △3,000

長期預金の払戻による収入 － 3,000

預り保証金の返還による支出 △230 －

その他 61 110

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,443 △3,880

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） △2,440 △700

長期借入金の返済による支出 △327 △195

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △27 △49

配当金の支払額 △511 △607

自己株式の取得による支出 △298 △226

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,604 △1,778

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,561 △1,794

現金及び現金同等物の期首残高 20,298 ※  16,737

現金及び現金同等物の期末残高 ※  16,737 ※  14,942
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 子会社16社はすべて連結しております。 

 連結子会社の名称 

 上記のうち、㈱アイシーエル、㈱ビーエルティー、㈱

バゲージハンドラーズ、㈱エーアンドエスの４社につい

ては、当連結会計年度に新設分割により設立したことに

伴い、当連結会計年度より連結範囲に含めております。

 なお、前連結会計年度において連結子会社でありまし

た㈱バリバレジャポンについては、平成20年12月15日に

清算結了したため連結の範囲から除いております。  

株式会社ファーイーストカンパニー 

株式会社キハチアンドエス 

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  

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3.1フィリップリム・ジャパン  

１．連結の範囲に関する事項 

 子会社16社はすべて連結しております。 

 連結子会社の名称 

 上記のうち、㈱サザビーリーグＩＳ及び㈱サザビーリ

ーグＨＲの２社については、当連結会計年度に新設分割

により設立したことに伴い、当連結会計年度より連結範

囲に含めております。 

 前連結会計年度において連結子会社でありました㈱キ

ハチアンドエスは、当連結会計年度において、連結子会

社である㈱ビーエルティーを存続会社とする吸収合併に

より解散したため、連結の範囲から除いております。な

お、㈱ビーエルティーは、アイビー㈱に社名を変更して

おります。 

 連結子会社でありました㈱ヴィアンドエスは、平成22

年２月３日付で特別清算手続の終結決定がなされため連

結の範囲から除いております。 

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 

株式会社トリプルアイ 

株式会社アイシーエル 

アイビー株式会社 

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  

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3.1フィリップリム・ジャパン 

株式会社サザビーリーグＩＳ 

株式会社サザビーリーグＨＲ 

２．持分法の適用に関する事項 

 関連会社３社はすべて持分法を適用しております。 

 持分法適用会社の名称 

 なお、関連会社の統一午茶風光股份有限公司について

は、重要性が増したため、当連結会計年度より持分法の

適用範囲に含めております。 

 また、関連会社のPCSC AFTERNOON TEA CAYMAN 

LIMITEDにつきましては、当連結会計年度中の出資によ

り関連会社となったことに伴い、持分法の適用範囲に含

めております。 

統一午茶風光股份有限公司 

PCSC AFTERNOON TEA CAYMAN LIMITED 

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 

２．持分法の適用に関する事項 

 関連会社３社はすべて持分法を適用しております。 

 持分法適用会社の名称 

統一午茶風光股份有限公司 

PCSC AFTERNOON TEA CAYMAN LIMITED 

スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、㈱ファーイーストカンパニーほか

12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 

 連結子会社のうち、㈱ファーイーストカンパニーほか

９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 

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（金融商品取引法第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 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 

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 

 評価基準は原価法（収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）によっております。 

ｃ たな卸資産 

同   左 

イ 商品及び製品 

(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 

終仕入原価法 

  

(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（リース資産を除く） 

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 

(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（リース資産を除く） 

同   左 

ｂ 無形固定資産（リース資産を除く） 

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（リース資産を除く） 

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  
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

ｃ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

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。 

ｃ リース資産 

同   左  

ｄ 長期前払費用 

定額法 

ｄ 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 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。 

  

  

  

  

ｃ 退職給付引当金 

同   左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

 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（その３）」（企業会計基準第19号 

平成20年７月31日）を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響はありません。 

ｅ 役員退職慰労引当金 

 当社及び一部の連結子会社は、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  
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前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（追加情報） 

 連結子会社（１社）については、平成21年５月開

催の定時株主総会をもって退任することとなった同

社の取締役に対して、在任中の功績に鑑み、平成20

年９月17日開催の同社取締役会において株主総会で

の承認を条件として退職慰労金を贈呈することを決

定いたしました。また、一部の連結子会社におい

て、役員退職慰労金規定を制定いたしました。これ

らに伴い、当該子会社は当連結会計年度より役員退

職慰労引当金を計上しております。 

 この結果、当連結会計年度発生額37百万円を販売

費及び一般管理費に、過年度相当額183百万円を特

別損失に計上し、営業利益及び経常利益は、それぞ

れ37百万円減少し、税金等調整前当期純利益は220

百万円減少しております。 

――――――――――  

(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 

 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。

(5）重要なヘッジ会計の方法 

ａ ヘッジ会計の方法 

 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 

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 

 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。 

(6）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。 

(6）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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を

適用しております。 

 この変更による損益への影響はありません。 

―――――――――― 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、 

従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関

する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計

士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を

適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益への影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（連結貸借対照表） 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」及び流動資産

「その他」（貯蔵品）に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」には商品及び製品

6,804百万円及び貯蔵品135百万円が含まれております。

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フロ

ーに区分掲記しておりました以下の項目について、それ

ぞれ金額的重要性が乏しいため、営業活動によるキャッ

シュ・フロー「その他」に含めて表示することとしまし

た。  

為替差損益 △0百万円 

前払年金費用の増減額  △11百万円 

未払金の増減額 0百万円

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「長期預

金」（当連結会計年度末残高1,000百万円）は、金額的

重要性が乏しくなったため、投資その他の資産「その

他」に含めて表示することとしました。 

  

（連結損益計算書） 

１．前連結会計年度まで販売費及び一般管理費に区分掲記

２．前連結会計年度まで投資活動によるキャッシュ・フロ

ーに区分掲記しておりました以下のについて、それぞれ

金額的重要性が乏しいため、投資活動によるキャッシ

ュ・フロー「その他」に含めて表示することとしまし

た。 

長期貸付けによる支出 －百万円 

長期貸付金の回収による収入 20百万円

しておりました以下の科目について、それぞれ金額的重

要性が乏しいため、販売費及び一般管理費「その他」に

含めて表示することとしました。 

販売物流費 2,011百万円 

包装費  725百万円 

支払ロイヤリティー  298百万円 

広告宣伝費  1,769百万円 

役員報酬  619百万円 

法定福利及び厚生費  2,203百万円 

通勤費  881百万円 

水道光熱費  1,109百万円 

保険料 118百万円

  

２．前連結会計年度まで営業外収益に区分掲記しておりま

した以下の科目について、それぞれ金額的重要性が乏し

いため、営業外収益「その他」に含めて表示することと

しました。 

受取配当金 3百万円 

業務受託手数料 25百万円 

商標権使用料 35百万円 

匿名組合投資利益 44百万円 

  

３．前連結会計年度まで営業外費用に区分掲記しておりま

した「業務委託手数料」（当連結会計年度７百万円）

は、金額的重要性が乏しいため、営業外費用「その他」

に含めて表示することとしました。 

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22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 ㈱ 332百万円 スターバックス コーヒー ジャパン ㈱ 212百万円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価及び商品

評価損（特別損失）に含まれております。 

売上原価 645百万円 

商品評価損（特別損失） 174百万円 

 計 819百万円 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

売上原価 594百万円 

 計 594百万円 

※２．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額 ※２．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額

  335百万円   261百万円 

※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 812百万円 

その他（什器備品） 84百万円 

ソフトウェア 17百万円 

その他（長期前払費用） 63百万円 

その他（リース資産） 2百万円

計 980百万円 

建物及び構築物 293百万円 

その他（什器備品） 70百万円 

ソフトウェア 25百万円 

その他（長期前払費用） 17百万円 

計 406百万円 

―――――――――― ※４．減損損失 

 当連結会計年度において、当社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。 

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位としてブランドまたは店舗を基本単位としてグ

ルーピングを行っており、遊休資産については個別物

件ごとにグルーピングを行っております。 

 営業活動から生ずる損益が継続してマイナスである

ブランド、店舗については、各資産グループの帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額870百万円

を減損損失として特別損失に計上いたしました。な

お、回収可能価額は使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローを加重平均資本コスト5.30％で

割り引いて算定しております。 

 また、遊休資産のうち時価が著しく下落した土地に

ついては、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額６百万円を減損損失として特別損失に計上いた

しました。なお、回収可能価額は正味実現価額により

測定しており、時価については不動産鑑定基準に準ず

る方法により算定しております。  

用途 場所 種類 金額 

店舗 東京都他 建物及び構築物 百万円298

  ５店舗 リース資産 百万円530

    その他 百万円42

  小計   百万円870

遊休資産 栃木県 土地 百万円6

合計     百万円877
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前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加250,140株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加250,000株及び単

元未満株式の買取りによる増加140株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

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 （注）  460,701  250,140  －  710,841

合計  460,701  250,140  －  710,841

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

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

普通配当 20 

特別配当  5 
平成20年3月31日 平成20年6月23日 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年6月18日 

定時株主総会 
普通株式  606 利益剰余金 普通配当 30.00 平成21年3月31日 平成21年6月19日
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加168,140株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加168,100株及び単

元未満株式の買取りによる増加40株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

 該当事項はありません。 

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 （注）  710,841  168,140  －  878,981

合計  710,841  168,140  －  878,981

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年6月18日 

定時株主総会 
普通株式  606  普通配当 30.00 平成21年3月31日 平成21年6月19日 

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年6月23日 

定時株主総会 
普通株式  601 利益剰余金 普通配当30.00   平成22年3月31日 平成22年6月24日

（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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

現金及び預金 19,537百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△2,800百万円

現金及び現金同等物 16,737百万円

現金及び預金 21,442百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△6,500百万円

現金及び現金同等物 14,942百万円

（企業結合関係）
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 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20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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）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：KIHACHI / Afternoon Tea（Afternoon Tea TEAROOM） 

(2）Brand Incubation 

様々なブランドの創造と育成 

 衣料事業：ANAYI / And A / ESTNATION 

 服飾雑貨事業：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 

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

 服飾雑貨事業：Valextra / CAMPER 

   生活雑貨事業：JANE PACKER 

   サービス事業：TAACOBA 

３．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2,833百万

円であり、その主なものは、連結財務諸表提出会社の経営企画部門、システム管理部門、総務部門及び経理

部門等、持株会社としての管理に係る費用であります。 

４．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42,556百万円であり、そ

の主なものは連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金、有価証券）、長期投資資金（投資有

価証券、関連会社株式）及び連結財務諸表提出会社の管理部門に係る資産であります。 

５．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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

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） 

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 
 31,032  39,968  18,580  89,581  －  89,581

(2）セグメント間の 

内部売上高・営業収入 
 6  0  87  94  △94  －

計  31,038  39,969  18,667  89,676  △94  89,581

営業費用  28,042  37,548  19,218  84,809  1,416  86,225

営業利益又は営業損失(△)  2,996  2,420  △550  4,866  △1,511  3,355

Ⅱ 資産・減価償却費 

及び資本的支出 
            

資産  9,649  17,145  7,661  34,456  38,622  73,079

減価償却費  481  693  288  1,462  277  1,740

減損損失  －  －  －  －  －  －

資本的支出  658  1,331  527  2,516  248  2,764
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当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （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）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） 

(2）Brand Incubation 

様々なブランドの創造と育成 

 衣料事業：ANAYI / And A / ESTNATION 

 服飾雑貨事業：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 

 衣料事業：RonHerman / AMERICAN RAG CIE / 3.1 phillip lim 

 服飾雑貨事業：CAMPER 

   生活雑貨事業：JANE PACKER 

   サービス事業：TAACOBA 

３．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2,833百万

円であり、その主なものは、連結財務諸表提出会社の経営企画部門、システム管理部門、総務部門及び経理

部門等、持株会社としての管理に係る費用であります。 

４．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41,912百万円であり、そ

の主なものは連結財務諸表提出会社での余資運用資金（現金及び預金、有価証券）、長期投資資金（投資有

価証券、関連会社株式）及び連結財務諸表提出会社の管理部門に係る資産であります。 

５．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。 

  

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） 

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 
 36,135  36,306  11,316  83,758  －  83,758

(2）セグメント間の 

内部売上高・営業収入 
 19  5  93  118  △118  －

計  36,155  36,311  11,410  83,876  △118  83,758

営業費用  33,130  34,639  11,649  79,418  1,186  80,605

営業利益又は営業損失(△)  3,024  1,671  △238  4,458  △1,305  3,152

Ⅱ 資産・減価償却費 

及び資本的支出 
            

資産  11,012  14,903  6,783  32,698  39,017  71,715

減価償却費  535  710  187  1,433  272  1,706

減損損失  57  812  －  870  6  877

資本的支出  447  235  169  852  96  948
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 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22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。 

 前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年４月１

日 至 平成22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。 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、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、賃貸等不動産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。 

 （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。 

 該当事項はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（開示の省略）

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 2,759 79

１株当たり当期純利益 円 銭 90 18

１株当たり純資産額 円 銭 2,873 85

１株当たり当期純利益 円 銭 129 70

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額            

純資産の部の合計額（百万円）  56,123  57,978

純資産の部から控除する金額（百万円）  297  328

（うち少数株主持分）  (297)  (328)

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  55,826  57,649

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）  
 20,228,359  20,060,219

             

１株当たり当期純利益            

当期純利益（百万円）  1,840  2,607

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  1,840  2,607

期中平均株式数（株）  20,413,510  20,102,596

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,937 17,273

売掛金 4 78

営業未収入金 ※1  434 ※1  304

有価証券 1,500 －

商品及び製品 9 174

原材料及び貯蔵品 1 2

前払費用 215 194

繰延税金資産 24 26

短期貸付金 ※1  435 ※1  215

未収還付法人税等 835 －

未収消費税等 603 －

その他 273 89

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 19,274 18,359

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,108 1,107

減価償却累計額 △924 △871

建物（純額） 184 235

構築物 19 19

減価償却累計額 △12 △13

構築物（純額） 6 6

工具、器具及び備品 112 119

減価償却累計額 △108 △104

工具、器具及び備品（純額） 4 15

土地 347 341

リース資産 114 －

減価償却累計額 △19 －

リース資産（純額） 94 －

建設仮勘定 1 －

有形固定資産合計 638 598

無形固定資産   

商標権 2 2

ソフトウエア 458 －

電話加入権 62 62

無形固定資産合計 523 64

－ 30 －

株式会社サザビーリーグ（7553）　平成22年3月期　決算短信



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,805 3,219

関係会社株式 5,337 5,299

関係会社社債 3,600 3,600

出資金 0 0

従業員に対する長期貸付金 0 －

関係会社長期貸付金 11,986 13,236

破産更生債権等 ※1  5,250 ※1  2,850

長期前払費用 64 0

繰延税金資産 893 1,210

敷金及び保証金 3,472 3,145

保険積立金 542 539

長期預金 1,000 3,000

その他 243 414

投資損失引当金 △120 △10

貸倒引当金 △5,990 △4,820

投資その他の資産合計 30,087 31,686

固定資産合計 31,249 32,349

資産合計 50,524 50,708

負債の部   

流動負債   

買掛金 2 177

短期借入金 640 －

リース債務 29 －

未払金 39 16

未払費用 209 152

未払法人税等 － 31

前受金 140 119

預り金 ※1  277 205

賞与引当金 42 24

前受収益 17 7

流動負債合計 1,399 734

固定負債   

役員退職慰労引当金 905 929

長期預り敷金保証金 ※1  2,921 ※1  2,664

リース債務 70 －

固定負債合計 3,898 3,593

負債合計 5,297 4,328
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   

資本準備金 5,752 5,752

資本剰余金合計 5,752 5,752

利益剰余金   

利益準備金 222 222

その他利益剰余金   

別途積立金 39,250 36,150

繰越利益剰余金 △2,466 2,013

利益剰余金合計 37,005 38,385

自己株式 △2,140 △2,366

株主資本合計 45,210 46,364

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 15

評価・換算差額等合計 15 15

純資産合計 45,226 46,380

負債純資産合計 50,524 50,708
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 310 566

売上原価   

商品期首たな卸高 2,373 9

当期商品仕入高 97 479

合計 2,470 489

他勘定振替高 ※4  △16 ※4  6

会社分割による商品減少高 2,377 8

商品期末たな卸高 9 173

商品売上原価 ※1  100 ※1  301

売上総利益 209 265

営業収入   

ロイヤリティー収入 ※3  3,528 ※3  3,332

業務受託報酬 ※3  1,362 ※3  114

関係会社受取配当金 171 171

営業総利益 5,272 3,883

販売費及び一般管理費   

地代家賃 265 209

役員報酬 262 211

給料手当及び賞与 806 618

賞与引当金繰入額 46 25

退職給付費用 2 16

役員退職慰労引当金繰入額 23 27

法定福利費 103 76

支払手数料 223 203

業務委託費 376 148

システム関連費 343 91

減価償却費 280 15

その他 ※2  633 ※2  439

販売費及び一般管理費合計 3,367 2,086

営業利益 1,904 1,796

営業外収益   

受取利息 ※3  285 ※3  286

有価証券利息 84 97

匿名組合投資利益 44 44

保険返戻金 61 42

その他 88 100

営業外収益合計 564 572

営業外費用   

支払利息 1 －

業務委託手数料 7 2

その他 5 2

営業外費用合計 15 5

経常利益 2,454 2,363
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 68 818

前期損益修正益 8 －

その他 － 0

特別利益合計 76 818

特別損失   

固定資産除却損 ※5  29 ※5  0

関係会社株式評価損 82 －

投資損失引当金繰入額 19 －

貸倒引当金繰入額 4,380 1,300

減損損失 － ※6  6

その他 7 －

特別損失合計 4,520 1,306

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △1,989 1,875

法人税、住民税及び事業税 337 159

法人税等調整額 47 △318

法人税等合計 384 △158

当期純利益又は当期純損失（△） △2,374 2,034
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,593 4,593

当期末残高 4,593 4,593

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,752 5,752

当期末残高 5,752 5,752

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 222 222

当期末残高 222 222

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 38,250 39,250

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 －

別途積立金の取崩 － △3,100

当期変動額合計 1,000 △3,100

当期末残高 39,250 36,150

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,594 △2,466

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,000 －

別途積立金の取崩 － 3,100

剰余金の配当 △511 △606

分割型の会社分割による減少 △175 △47

当期純利益又は当期純損失（△） △2,374 2,034

当期変動額合計 △4,061 4,480

当期末残高 △2,466 2,013

利益剰余金合計   

前期末残高 40,066 37,005

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △511 △606

分割型の会社分割による減少 △175 △47

当期純利益又は当期純損失（△） △2,374 2,034

当期変動額合計 △3,061 1,380

当期末残高 37,005 38,385
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △1,842 △2,140

当期変動額   

自己株式の取得 △298 △226

当期変動額合計 △298 △226

当期末残高 △2,140 △2,366

株主資本合計   

前期末残高 48,570 45,210

当期変動額   

剰余金の配当 △511 △606

分割型の会社分割による減少 △175 △47

当期純利益又は当期純損失（△） △2,374 2,034

自己株式の取得 △298 △226

当期変動額合計 △3,359 1,154

当期末残高 45,210 46,364

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 65 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49 △0

当期変動額合計 △49 △0

当期末残高 15 15

純資産合計   

前期末残高 48,636 45,226

当期変動額   

剰余金の配当 △511 △606

分割型の会社分割による減少 △175 △47

当期純利益又は当期純損失（△） △2,374 2,034

自己株式の取得 △298 △226

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △49 △0

当期変動額合計 △3,409 1,153

当期末残高 45,226 46,380
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 該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22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（金融商品取

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 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 

 評価基準は原価法（収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）によっております。 

(1）商品及び製品 

ａ．雑貨他 

総平均法による原価法 

 評価基準は原価法（収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）によっております。 

(1）商品及び製品 

総平均法による原価法 

  ｂ．食品 

終仕入原価法 

  

  (2）原材料及び貯蔵品 

終仕入原価法 

(2）原材料及び貯蔵品 

同  左 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

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 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

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        ８～10年 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

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（リース資産を除く） 

定額法 

  ｂ．その他の無形固定資産 

定額法 

  

  (3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

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。 

(3）    ――――――― 

  (4）長期前払費用 

定額法 

(4）長期前払費用 

同  左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

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 

  (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）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

差額を投資その他の資産「その他」に計

上しており、退職給付引当金の残高はあ

りません。 

(4）退職給付引当金 

            同  左 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

 当事業年度より、「「退職給付に係る

会計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31日）

を適用しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響はあ

りません。 

  (5）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。 

(5）役員退職慰労引当金 

           同  左 

５．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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号平成18年７月５日公表分）を適用し

ております。 

 この変更による損益への影響はありません。 

―――――――――― 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」(企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業

会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協

会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）)を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 これによる営業利益、経常利益及び税引前当期純損失へ

の影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（貸借対照表） 

１．「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前事業年度に

おいて、「商品」として掲記されていたものは、当事業

年度から「商品及び製品」と掲記しております。同様

に、前事業年度において、「貯蔵品」として掲記されて

いたものは、当事業年度から「原材料及び貯蔵品」と掲

記しております。 

  なお、当事業年度の「商品及び製品」に含まれる

「商品」は９百万円、「原材料及び貯蔵品」に含まれる

「貯蔵品」は１百万円であります。 

（貸借対照表）  

 前事業年度において流動資産に区分掲記しておりまし

た「未収消費税等」（当事業年度末残高２百万円）は、

資産の総額の100分の１以下となったため、流動資産

「その他」に含めて表示することとしました。 

（損益計算書） 

 前事業年度において特別利益に区分掲記しておりまし

た「前期損益修正益」（当事業年度計上額０百万円）

は、金額的重要性が乏しいため、特別利益「その他」に

含めて表示することとしました。 

２．前事業年度まで区分掲記しておりました「未収入金」

（当事業年度末残高240百万円）は、金額的重要性が乏

しいため、流動資産「その他」に含めて表示することと

しました。 

  

３．前事業年度まで区分掲記しておりました「前払年金費

用」（当事業年度末残高162百万円）は、金額的重要性

が乏しいため、投資その他の資産「その他」に含めて表

示することとしました。 

  

（損益計算書） 

１．前事業年度まで販売費及び一般管理費に区分掲記して

おりました以下の科目について、それぞれ金額的重要性

が乏しいため、販売費及び一般管理費「その他」に含め

て表示することとしました。 

販売物流費 5百万円 

包装費  0百万円 

広告宣伝費  48百万円 

通勤費  21百万円 

水道光熱費  39百万円 

  

２．前事業年度まで販売費及び一般管理費「その他」に含

めて表示しておりました「支払手数料」、「業務委託

費」及び「システム関連費」（前事業年度の金額は、そ

れぞれ293百万円、386百万円及び250百万円）は、それ

ぞれ販売費及び一般管理費の合計額の100分の５を超え

たため区分掲記しました。  

  

３．前事業年度まで販売費及び一般管理費「法定福利厚生

費」として掲記しておりました費用は、法定福利費の割

合が大きくなったため、「法定福利費」として区分掲記

しました。なお、当事業年度の「法定福利厚生費」は

109百万円であります。 

  

４．前事業年度まで営業外収益に区分掲記しておりました

以下の科目について、それぞれ金額的重要性が乏しいた

め、営業外収益「その他」に含めて表示することとしま

した。 

受取配当金 3百万円 

業務受託手数料 25百万円 

商標権使用料 35百万円 
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前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

５．前事業年度まで営業外費用に区分掲記しておりました

「為替差損」（当事業年度０百万円）は、金額的重要性

が乏しいため、営業外費用「その他」に含めて表示して

おります。 

  

追加情報

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（持株会社体制への移行） 

 当社は、平成20年４月１日付をもって、新設分割の方法

により持株会社体制に移行したため、当事業年度の財政状

態及び経営成績は前事業年度と比較して大きく変動してお

ります。 

 持株会社としての当社の主な収入は、関係会社からのロ

イヤリティー収入、業務受託報酬及び配当金となっており

ます。これに伴い、営業収入には、従来からのロイヤリテ

ィー収入の他、業務受託報酬及び関係会社受取配当金を含

めて表示しております。 

―――――――――― 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22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。 

営業未収入金 434百万円

短期貸付金 435百万円

破産更生債権等 5,250百万円

預り金 259百万円

長期預り敷金保証金 2,921百万円

営業未収入金 304百万円

短期貸付金 175百万円

破産更生債権等 2,850百万円

長期預り敷金保証金 2,661百万円

    

 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。 

㈱エストネーション 680百万円 

スターバックス コーヒー ジャパ

ン ㈱ 

332百万円 

㈱キハチアンドエス 98百万円 

㈱アリストフロー 50百万円 

㈱エストネーション 587百万円 

㈱サザビーリーグＩＳ 400百万円 

スターバックス コーヒー ジャパ

ン ㈱ 
212百万円 

㈱アリストフロー 100百万円 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれ

ております。 

売上原価 2百万円 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額ですが、当事業年度においては収益性の低下に伴う

簿価切下額はありません。  

  

※２．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額 ※２．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費の総額

  5百万円   29百万円 

※３．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。 

※３．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 3,528百万円 

業務受託報酬 1,362百万円

受取利息 203百万円 

ロイヤリティー収入 3,332百万円 

業務受託報酬 114百万円

受取利息 200百万円 

※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

貯蔵品からの振替 △17百万円 

その他 0百万円 

計 △16百万円 

販売費及び一般管理費への振替 

（広告宣伝費他）  
7百万円 

その他 △1百万円 

計 6百万円 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 29百万円 

工具、器具及び備品 0百万円 

計 29百万円 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 0百万円 

工具、器具及び備品 0百万円 

計 0百万円 

  

  

※６．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。 

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位と

してブランドを基本単位としてグルーピングを行って

おり、遊休資産については個別物件ごとにグルーピン

グを行っております。 

 遊休資産のうち時価が著しく下落した土地について

は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

６百万円を減損損失として特別損失に計上いたしまし

た。なお、回収可能価額は正味実現価額により測定し

ており、時価については不動産鑑定基準に準ずる方法

により算定しております。 

用途 場所 種類 金額 

遊休資産 栃木県 土地 百万円6
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前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加250,140株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加250,000株及び単

元未満株式の買取りによる増加140株であります。 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加168,140株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加168,100株及び単

元未満株式の買取りによる増加40株であります。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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）  460,701  250,140  －  710,841

合計  460,701  250,140  －  710,841

  
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）  710,841  168,140  －  878,981

合計  710,841  168,140  －  878,981
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 （注） １株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益又は１株当たり純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

   該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

    

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 2,235 80

１株当たり当期純損失 円 銭 116 31

１株当たり純資産額 円06銭 2,312

１株当たり当期純利益 円 銭 101 21

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、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、潜在

株式が存在しないため、記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額            

純資産の部の合計額（百万円）  45,226  46,380

純資産の部から控除する金額（百万円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）  45,226  46,380

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）  
 20,228,359  20,060,219

             

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失            

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  △2,374  2,034

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は 

普通株式に係る当期純損失（△）（百万円） 
 △2,374  2,034

期中平均株式数（株）  20,413,510  20,102,596

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

 ①代表者の異動 

 該当事項はありません。 

  

 ②その他の役員の異動 

 当社は、平成22年５月13日開催の取締役会において、下記の通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22年６月23日開催予定の当社第38期定時株主総会にて正式に決定さ

れる予定です。 

 新任取締役 伊藤 敏典（現 常務執行役員 業務統括室室長） 

       角田 良太（現 常務執行役員 経営企画室室長） 

  

③就任予定日 

 平成22年６月23日  

６．その他
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