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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 38,748 △4.3 1,273 99.4 1,566 △2.4 △668 ―
22年3月期第2四半期 40,480 △6.3 638 △46.2 1,605 △18.8 552 7.8

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

23年3月期第2四半期 △33.34 ―
22年3月期第2四半期 27.45 ―

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

23年3月期第2四半期 71,817 56,575 78.3 2,804.25
22年3月期 71,715 57,978 80.4 2,873.85

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  56,253百万円 22年3月期  57,649百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 30.00 30.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 81,700 △2.3 4,200 33.2 5,150 8.4 1,250 △52.1 62.31

sz004044
新規スタンプ



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続きを終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的と判断する一定の前提条件にもとづいており、
実際の業績等は、様々な要因によって異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、
［添付資料］３ページ「３.連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。）

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） 23年3月期2Q 20,939,200株 22年3月期  20,939,200株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  878,981株 22年3月期  878,981株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 20,060,219株 22年3月期2Q  20,144,732株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）のわが国経済は、景気回復の兆しが見られ

たものの、急激な円高等により先行きへの不透明感が広まりました。個人所得も伸び悩む中、消費者の生活防衛意

識も根強く、小売業界には厳しい環境で推移しました。 

 このような状況の中、The SAZABY LEAGUEでは収益基盤である既存事業の強化とThe SAZABY LEAGUEの再成長のた

めの施策として新ブランドのビジネスモデルの検証と確立等に取り組んでおります。特に、ブランド本来の強みを

活かすためのMDの見直しや店舗改装等により業績の確保に努めました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高387億48百万円（前年同期比4.3％減）、営業利益12億73

百万円（同99.4％増）、経常利益15億66百万円（同2.4％減）、四半期純損失６億68百万円（前年同期は四半期純

利益５億52百万円）となりました。 

 売上高は、前年に撤退したブランドの影響や既存店の前年同期比が97.7%となったこと等により、前年同期と比

べ17億32百万円減少いたしました。しかしながら、一部ブランドでは既存店売上高が前年を上回って推移するなど

回復の兆しも見え始めております。 

 一方、営業利益は、赤字ブランド撤退の効果及び管理可能経費の削減努力により、前年同期と比べ６億34百万円

の増加となりました。 

 また、経常利益は持分法適用関連会社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を計上した影響

で、持分法投資利益が減少した結果、前年同期と比べ38百万円減少しております。 

 四半期純損失は、当社及び連結子会社の資産除去債務に関する会計基準の適用による特別損失７億98百万円の計

上及びそれに伴う税金費用の増加があったことなどにより、前年同期と比べ12億21百万円減少しました。 

 店舗の状況につきましては、当第２四半期累計会計期間中に12店舗を新たに出店し、24店舗を閉鎖した結果、当

第２四半期連結累計期間末店舗数は574店舗（前連結会計年度末586店舗）となりました。 

  

（報告セグメントの状況）  

①衣料・服飾雑貨 

 売上高は213億円、セグメント利益は６億63百万円となりました。既存店売上高前年同期比は97.6％と前年を下

回っております。ターゲットを明確にした商品作りや商品企画体制の強化等によるＭＤ見直し、客数確保のための

販促活動に注力いたしました。そういった諸施策の効果で回復基調が鮮明となってきたブランドがある一方、依

然、足踏み状態にあるブランドの立て直しが今後の課題となっております。 

 

②生活雑貨 

 売上高は83億71百万円、セグメント利益は11億１百万円となりました。既存店売上高前年同期比は99.8％となっ

ております。重点商品の販売強化及び店内ディスプレイの見直し、またブランド全体でのキャンペーンのほか、店

舗ごとにイベントを行い、常に店舗を活性化させる現場主義を徹底したとことにより、売上高、利益ともに順調に

推移いたしました。 

 

③飲食・サービス 

 売上高は90億76百万円、セグメント利益は３億４百万円となりました。既存店売上高前年同期比は96.4％となっ

ております。Afternoon Tea TEAROOMのグランドメニュー変更により客数は増加傾向にあり、また、店舗改装を積

極的に行い、Afternoon Tea TEAROOMにKIHACHIブランドのテイクアウト商品を導入する等の施策を行った結果、導

入店舗では客数が伸びており、売上も好調に推移しております。しかしながら、売上確保のためフードメニューの

内容を強化したこと及び天候不順による材料費の高騰などの要因が売上総利益率に影響しており、その改善に取り

組んでおります。 

 なお、飲食・サービスのセグメント利益にはスターバックス コーヒー ジャパン 株式会社等の持分法投資損益

が含まれております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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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27億21百万円増加し、396億88百万円となりました。これは主に現金及

び預金が12億67百万円、有価証券が19億円それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が７億13百万円減少したこと等に

よるものです。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて26億20百万円減少し、321億28百万円となりました。これは主に投資有

価証券及び長期性預金が流動資産への振替等により20億円減少したこと等によるものです。 

 この結果、当第２四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１億１百万円増加し、

718億17百万円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて2億15百万円増加し、116億36百万円となりました。これは主に未払法人

税等が８億43百万円増加した一方で、未払費用（「その他」に含む）が２億79百万円、短期借入金が２億50百万円

それぞれ減少したこと等によるものです。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて12億88百万円増加し、36億４百万円となりました。これは主に資産除去

債務会計基準の適用に伴い新たに資産除去債務を16億66百万円計上したことによるものです。 

 この結果、当第２四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15億４百万円減少し、

152億41百万円となりました。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて14億２百万円減少し、565億75百万円となりました。これは主に利益剰余

金が四半期当期純損失６億68百万円と配当金の支払６億１百万円により12億70百万円減少したことによるもので

す。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四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

18億32百万円減少し、131億10百万円となりました。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、24億41百万円（前年同期は５億18百万円の増

加）となりました。税金等調整前当期純利益の獲得５億34百万円、売上債権の減少７億７百万円や仕入債務の増加

２億54百万円等があったことに加え、特別損失として計上した資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額７億98百

万円は資金の流出を伴わないため、資金が増加しております。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四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、33億64百万円（前年同期は17億14百万円の減

少）となりました。これは主に定期預金（預入期間３ヶ月超１年以内）の純増31億円や有価証券の取得９億円等に

より資金が減少した一方で、 長期預金（預入期間１年超）の払戻し10億円等により資金が増加したことによるも

のです。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四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、９億８百万円（前年同期は10億61百万円の減

少）となりました。これは主に配当金の支払６億円や短期借入金の純減２億50百万円等によるものです。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年10月29日に公表いたしましたとおり、現時点での平成23年３月期の連結業績予想につきましては、市況

に不透明感があるものの一部ブランドの回復基調が今後も引き続き持続することを前提として、下期の売上高を

429億51百万円（前回予想比1.8％増）、既存店売上前年同期比の合計予想を101.4％に変更し、通期の業績予想は

売上高を817億円に修正しております。売上高の増加に伴い、営業利益は42億円、経常利益は51億50百万円、当期

純利益は12億50百万円を見込んでおります。 

 詳細につきましては、平成22年10月29日に公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご確認くだ

さい。 
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期連結会計期間末のたな卸高に関しては、一部の子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 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ので、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２四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もり、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）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は49百万円、税金等調整前四半期純利益は

８億47百万円、それぞれ減少しております。また、第１四半期連結会計期間の期首での資産除去債務の変動額

は16億58百万円であります。 

  

② 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10

日）を適用しております。 

 これによる、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

③ 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純

利益」の科目を表示しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

２．その他の情報

－ 4 －
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,710 21,442

受取手形及び売掛金 5,526 6,240

有価証券 1,900 －

商品及び製品 6,637 6,393

その他 2,934 2,890

貸倒引当金 △20 △0

流動資産合計 39,688 36,967

固定資産   

有形固定資産 ※1  5,885 ※1  5,300

無形固定資産 414 498

投資その他の資産   

関係会社株式 13,165 13,441

敷金及び保証金 6,430 6,649

その他 6,233 8,862

貸倒引当金 △1 △4

投資その他の資産合計 25,828 28,949

固定資産合計 32,128 34,748

資産合計 71,817 71,715

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,140 3,885

短期借入金 1,160 1,410

未払法人税等 1,182 374

賞与引当金 748 840

役員賞与引当金 45 －

資産除去債務 21 －

その他 4,338 4,910

流動負債合計 11,636 11,420

固定負債   

長期借入金 310 340

退職給付引当金 145 360

役員退職慰労引当金 1,086 1,074

資産除去債務 1,666 －

その他 395 541

固定負債合計 3,604 2,316

負債合計 15,241 13,737

－ 5 －
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 5,752 5,752

利益剰余金 48,466 49,737

自己株式 △2,366 △2,366

株主資本合計 56,446 57,717

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2 15

繰延ヘッジ損益 △158 △57

為替換算調整勘定 △32 △25

評価・換算差額等合計 △192 △67

少数株主持分 321 328

純資産合計 56,575 57,978

負債純資産合計 71,817 71,715

－ 6 －
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 40,480 38,748

売上原価 13,890 13,486

売上総利益 26,589 25,262

営業収入 46 46

営業総利益 26,636 25,308

販売費及び一般管理費   

地代家賃 7,727 6,968

給料手当及び賞与 7,802 7,369

賞与引当金繰入額 638 748

役員賞与引当金繰入額 7 45

退職給付費用 119 172

役員退職慰労引当金繰入額 33 28

その他 9,668 8,702

販売費及び一般管理費合計 25,998 24,035

営業利益 638 1,273

営業外収益   

受取利息 50 132

持分法による投資利益 750 73

その他 210 143

営業外収益合計 1,011 349

営業外費用   

支払利息 18 10

デリバティブ評価損 7 25

その他 18 20

営業外費用合計 44 56

経常利益 1,605 1,566

特別利益   

貸倒引当金戻入額 0 －

商品処分益 92 －

未払費用戻入額 100 －

受取遅延損害金 － 46

店舗移転補償金 － 17

その他 22 1

特別利益合計 215 65

特別損失   

固定資産除却損 242 275

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 798

その他 73 23

特別損失合計 316 1,097

税金等調整前四半期純利益 1,503 534

法人税等 938 1,209

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △675

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12 △6

四半期純利益又は四半期純損失（△） 552 △668
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 20,432 19,441

売上原価 7,406 7,145

売上総利益 13,026 12,295

営業収入 24 30

営業総利益 13,050 12,326

販売費及び一般管理費   

地代家賃 3,847 3,457

給料手当及び賞与 3,953 3,559

賞与引当金繰入額 403 476

役員賞与引当金繰入額 3 22

退職給付費用 59 82

役員退職慰労引当金繰入額 16 12

その他 4,689 4,332

販売費及び一般管理費合計 12,975 11,943

営業利益 75 382

営業外収益   

受取利息 24 64

持分法による投資利益 440 511

その他 109 82

営業外収益合計 574 658

営業外費用   

支払利息 9 5

デリバティブ評価損 10 12

その他 14 15

営業外費用合計 33 33

経常利益 616 1,007

特別利益   

商品処分益 73 －

未払費用戻入額 32 －

受取遅延損害金 － 46

店舗移転補償金 － 17

その他 22 1

特別利益合計 128 65

特別損失   

固定資産除却損 150 181

その他 73 9

特別損失合計 224 191

税金等調整前四半期純利益 520 881

法人税等 402 443

少数株主損益調整前四半期純利益 － 437

少数株主利益 △2 △6

四半期純利益 119 443
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 1,503 534

減価償却費 789 696

持分法による投資損益（△は益） △750 △73

長期前払費用償却額 76 60

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 97 149

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △85 11

賞与引当金の増減額（△は減少） △155 △100

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7 45

固定資産除却損 242 275

受取利息及び受取配当金 △52 △134

支払利息 18 10

売上債権の増減額（△は増加） 668 707

たな卸資産の増減額（△は増加） △92 △255

仕入債務の増減額（△は減少） △22 254

未払費用の増減額（△は減少） △600 △297

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 798

その他 △358 △339

小計 1,288 2,361

利息及び配当金の受取額 218 371

利息の支払額 △19 △10

法人税等の還付額 955 121

法人税等の支払額 △1,926 △402

営業活動によるキャッシュ・フロー 518 2,441

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △900

有形固定資産の取得による支出 △311 △547

無形固定資産の取得による支出 △123 △5

敷金及び保証金の差入による支出 △102 △164

敷金及び保証金の回収による収入 171 461

保険積立金の払戻による収入 106 －

投資有価証券の償還による収入 2,500 －

定期預金の純増減額（△は増加） △4,900 △3,100

長期預金の預入による支出 △1,000 －

長期預金の払戻による収入 2,000 1,000

預り保証金の返還による支出 － △60

その他 △55 △46

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,714 △3,364
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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） △40 △250

長期借入金の返済による支出 △165 △30

自己株式の取得による支出 △225 －

配当金の支払額 △606 △600

その他 △24 △27

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,061 △908

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,255 △1,832

現金及び現金同等物の期首残高 16,737 14,942

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  14,481 ※  13,110
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株式会社サザビーリーグ（7553）　平成23年3月期　第2四半期決算短信



 該当事項はありません。 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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 / ESTNATION / And A 

服飾雑貨事業：agete / SAZABY 

(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 

サービス事業：TAACOBA 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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） 

売上高・営業収入             

(1）外部顧客に対する 

売上高・営業収入 
 9,141  8,483  2,831  20,457  －  20,457

(2）セグメント間の 

内部売上高・営業収入 
 17  0  16  34  △34  －

計  9,159  8,484  2,848  20,492  △34  20,457

営業利益又は営業損失（△）  643  △71  △159  413  △337  75

  

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 
 18,010  17,154  5,362  40,527  －  40,527

(2）セグメント間の 

内部売上高・営業収入 
 18  0  47  66  △66  －

計  18,028  17,155  5,409  40,593  △66  40,527

営業利益又は営業損失（△）  1,402  263  △297  1,368  △729  638
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【所在地別セグメント情報】 

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

【海外売上高】 

 前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

The SAZABY LEAGUEの報告セグメントは、The SAZABY LEAGUEの構成単位のうち分離された財務情報が入手

可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象とな

っているものであります。 

当社は、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、その他の経営管理等を

行っており、連結子会社及び関連会社が、ブランドごとの商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

したがって、The SAZABY LEAGUEはブランドを基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されて

おり、「衣料・服飾雑貨事業」、「生活雑貨事業」、「飲食・サービス事業」の３つを報告セグメントとし

ております。 

各報告セグメントは、それぞれ、主に以下のブランドを展開しております。  

「衣料・服飾雑貨事業」 ANAYI / ESTNATION / agete / AMERICAN RAG CIE / SAZABY / CAMPER 

            And A / NOJESS / RonHerman / 3.1 phillip lim 

「生活雑貨事業」    Afternoon Tea（Afternoon Tea LIVING） / JANE PACKER 

「飲食・サービス事業」 Afternoon Tea（Afternoon Tea TEAROOM） / KIHACHI / STARBUCKS COFFEE  

（注）STARBUCKS COFFEEは持分法適用関連会社の事業であるため、持分法による投資利益または損失を通

じてセグメント利益または損失にのみ、その業績が反映されます。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△５億４百万円は、セグメント間取引７億２百万円、各事業セグメント

に配分していない全社費用及び全社収益△12億６百万円であります。全社費用は、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であり、全社収益は、主に報告セグメントに帰属しない受取利息

及び有価証券利息であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

  

（単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）２

衣料・ 

服飾雑貨
生活雑貨

飲食・ 

サービス
合計 

 売上高・営業収入             

  外部顧客への 

  売上高・営業収入 
 21,306  8,377  9,109  38,794  －  38,794

  セグメント間の内部売上高 

  ・営業収入又は振替高  
 0  15  1  17  △17  －

      計  21,307  8,393  9,111  38,812  △17  38,794

 セグメント利益   663  1,101  304  2,070  △504  1,566
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当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△２億33百万円は、セグメント間取引３億51百万円、各事業セグメント

に配分していない全社費用及び全社収益△５億84百万円であります。全社費用は、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であり、全社収益は、主に報告セグメントに帰属しない受取利息

及び有価証券利息であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。  

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

各報告セグメントにおいて、重要な減損損失はありません。 

各報告セグメントにおいて、のれんの金額の変動及び負ののれん発生益はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。  

 該当事項はありません。 

（単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）２

衣料・ 

服飾雑貨
生活雑貨

飲食・ 

サービス
合計 

 売上高・営業収入             

  外部顧客への 

  売上高・営業収入 
 10,674  4,091  4,705  19,471  －  19,471

  セグメント間の内部売上高 

  ・営業収入又は振替高  
 0  6  0  7  △7  －

      計  10,674  4,098  4,706  19,479  △7  19,471

 セグメント利益   82  475  683  1,241  △233  1,007

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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