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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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2月期第3四半期 21,110 6.6 604 755.2 543 ― 349 106.9
22年2月期第3四半期 19,801 ― 70 ― 11 ― 168 ―

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2月期第3四半期 1,979.62 1,976.20
22年2月期第3四半期 957.00 ―

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2月期第3四半期 19,687 9,076 41.0 45,693.07
22年2月期 20,384 9,017 39.2 45,247.07

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  8,063百万円 22年2月期  7,985百万円

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2月期 ― 800.00 ― 800.00 1,600.00
23年2月期 ― 800.00 ―
23年2月期 

（予想） 800.00 1,600.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 31,000 8.8 1,370 30.4 1,300 33.6 600 46.3 3,399.85



(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の対象外でありますが、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は実施中です。 

※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及び合理的 
であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予
想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「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 無
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2月期3Q 176,480株 22年2月期  176,480株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 176,480株 22年2月期3Q 176,480株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… 4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… 4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 4 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………… 4 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 5 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 7 

【第３四半期連結累計期間】 ………………………………………………………… 7 

【第３四半期連結会計期間】 ………………………………………………………… 8 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 9 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………10 

(5) セグメント情報 ………………………………………………………………………10 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………11 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

○添付資料の目次

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）平成23年2月期第3四半期決算短信

- 1 -



当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日)におけるわが国経済は、

アジア地域の高成長などによる海外経済の改善を背景に、緩やかながら回復傾向となりました。個人消

費は、引き続く政府の各種刺激策の効果もあり、耐久消費財を中心に持ち直しをみせましたが、雇用環

境・所得環境は依然として厳しく、低迷状況が続いております。  

 当社グループの主要な関連業界である百貨店を含む小売業界におきましても、消費意欲に回復の兆し

がみられたものの、消費全体の底上げには至らず、消費マインドの低下状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループは、効果的な店舗展開とプロモーション活動及び商品戦略など

により、ブランド価値の向上に努めてまいりました。 

 店舗展開につきましては、サマンサタバサ初のオリジナルスイーツを販売する複合店「サマンサタバ

サ スイーツ＆トラベル 羽田空港第１ターミナル店」及び「サマンサタバサ スイーツ＆トラベル 羽田

空港第２ターミナル店」また、2010年10月21日にオープンの羽田空港国際線旅客ターミナルビルに「サ

マンサタバサ 羽田空港国際線旅客ターミナル店」をそれぞれオープンいたしました。 

 サマンサタバサのアジア進出第１弾としまして、台湾現地法人との販売総代理店契約により「サマン

サタバサ」、「サマンサタバサプチチョイス」の２店舗が統一阪急百貨 台北店にオープンいたしまし

た。 

 プロモーション活動につきましては、人気ファッション誌とのコラボレーション企画のＣＭ放映を行

っております。 

 商品戦略につきましては、他社との協業を含めた新しい商品開発によりブランド価値の向上に努めて

まいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は211億10百万円(前年同期比6.6％増)、売上総利益は

124億24百万円(前年同期比5.6％増)、営業利益は６億４百万円(前年同期比755.2％増)、経常利益は５

億43百万円(前年同期は11百万円の利益)、四半期純利益は３億49百万円(前年同期比106.9％増)となり

ました。 

 事業の種類別セグメントの状況を示すと、次のとおりであります。 
  

バッグ部門においては新規出店21店舗(退店５店舗)、ジュエリー部門においては新規出店６店舗

(退店３店舗)を行いました結果、バッグ部門・ジュエリー部門の売上高はそれぞれ、98億52百万円

(前年同期比1.3％減)、14億31百万円(前年同期比8.5％増)となりました。  

 アパレル部門においては、新規出店９店舗(退店３店舗)を行いました結果、売上高は29億59百万円

(前年同期比12.5％増)となりました。  

 この結果、その他部門の売上高９億３百万円(前年同期比36.7％増)を加えた当該事業セグメントの

売上高(セグメント間取引相殺消去後)は151億46百万円(前年同期比3.8％増)、営業利益は６億21百万

円(前年同期比112.6％増)となりました。  

ファッションeコマースビジネスにおいては、当社の連結子会社であるスタイライフ株式会社にお

きまして、ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社と共同で昨年９月に開設したファッショ

ンＥＣサイト『au one Brand Garden』やファッション通販雑誌『大人Look!s』の増刊などにより売

上は増収となりました。  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

① ファッションブランドビジネス

② ファッションeコマースビジネス
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この結果、売上高(セグメント間取引相殺消去後)は59億64百万円(前年同期比14.5％増)、営業損失

は13百万円(前年同期は２億22百万円の損失、２億９百万円の改善)となりました。  

 
※ 事業の種類別セグメント名称の変更 
  第２四半期連結累計期間より、「インターネットビジネス」を「ファッションｅコマース 
 ビジネス」へとセグメント名称を変更しております。 
  なお、変更は名称でありますので、セグメント区分を変更したものではありません。 

  

総資産は、前連結会計年度末と比較して６億96百万円減少しております。これは主に、商品及び製

品が８億83百万円増加した一方、現金及び預金が16億31百万円減少したこと等によるものでありま

す。  

 総負債は、前連結会計年度末と比較して７億55百万円減少しております。これは主に、１年以内返

済予定の長期借入金が16億６百万円増加した一方、長期借入金が26億28百万円減少したこと等による

ものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して59百万円増加しております。これは主に、利益剰余金が75

百万円増加したこと等によるものであります。 

当第３四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、15億１百万円減少し、18億81百万円となりました。  

 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要因は次のとおりであ

ります。 

 営業活動の結果得られた資金は、たな卸資産の増加額８億94百万円の支出要因を、税金等調整

前四半期純利益５億41百万円、減価償却費５億26百万円及び仕入債務の増加額１億66百万円等の収

入要因が上回ったことにより、５億94百万円となりました。 

投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得による支出３億２百万円等により、４億74

百万円となりました。 

財務活動の結果使用した資金は、長期借入金の返済による支出10億22百万円、短期借入金の純減

額２億４百万円及び配当金の支払額２億84百万円等により、16億17百万円となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、引き続き当グループでは、魅力的なデザインと確かな品質の商品の提

供、話題性のあるプロモーション活動などの経営戦略をベースに成長性を維持しております。また、全

経費の費用対効果の見直しにより収益力も向上し、当グループの継続的な企業価値拡大に努めておりま

す。 

 平成23年２月期の連結業績見通しにつきましては、今後の様々な施策の効果を精査する必要もあるこ

とから、現在のところ前回公表（平成22年４月14日付け）いたしました業績予想を据え置かせていただ

いております。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況

② 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)

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚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。  

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

棚卸資産の評価方法

固定資産の減価償却の方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,890,190 3,521,536

受取手形及び売掛金 2,535,442 2,552,661

商品及び製品 6,712,519 5,829,372

仕掛品 33,916 22,518

原材料及び貯蔵品 160,350 157,820

その他 1,427,511 1,376,750

貸倒引当金 △2,356 △2,205

流動資産合計 12,757,575 13,458,453

固定資産

有形固定資産 1,802,173 1,846,865

無形固定資産

のれん 457,755 480,855

その他 742,772 571,965

無形固定資産合計 1,200,527 1,052,820

投資その他の資産

差入保証金 2,010,194 1,961,731

その他 1,922,169 2,087,807

貸倒引当金 △4,889 △23,574

投資その他の資産合計 3,927,474 4,025,964

固定資産合計 6,930,174 6,925,650

資産合計 19,687,750 20,384,103

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,883,819 1,690,402

短期借入金 1,750,000 1,954,338

1年内返済予定の長期借入金 2,737,812 1,131,692

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払法人税等 91,376 80,405

引当金 392,435 213,118

その他 1,381,178 1,197,323

流動負債合計 8,236,621 6,367,279

固定負債

長期借入金 2,248,284 4,876,643

引当金 29,790 47,303

その他 96,204 75,568

固定負債合計 2,374,279 4,999,514

負債合計 10,610,900 11,366,794
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,132,600 2,132,600

資本剰余金 2,252,600 2,252,600

利益剰余金 3,688,183 3,612,979

株主資本合計 8,073,383 7,998,179

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 3,620 2,310

為替換算調整勘定 △13,090 △15,287

評価・換算差額等合計 △9,470 △12,976

少数株主持分 1,012,936 1,032,106

純資産合計 9,076,849 9,017,309

負債純資産合計 19,687,750 20,384,103
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 19,801,930 21,110,705

売上原価 8,039,794 8,686,444

売上総利益 11,762,135 12,424,261

販売費及び一般管理費 11,691,483 11,820,048

営業利益 70,652 604,212

営業外収益

受取利息 6,465 820

受取配当金 787 125

補助金収入 4,092 4,092

その他 20,525 10,782

営業外収益合計 31,870 15,820

営業外費用

支払利息 82,489 58,326

為替差損 － 14,932

その他 8,368 3,098

営業外費用合計 90,858 76,358

経常利益 11,664 543,674

特別利益

償却債権取立益 － 30,000

投資有価証券売却益 4 179

固定資産売却益 650 －

貸倒引当金戻入額 206 1,553

特別利益合計 861 31,733

特別損失

固定資産除却損 107,540 16,647

固定資産売却損 71 －

投資有価証券評価損 1,062,862 9,154

貸倒損失 139,053 －

物流拠点移転費用 34,373 －

投資有価証券売却損 442 8,114

債権回収関連費用 12,231 －

特別損失合計 1,356,574 33,916

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△1,344,048 541,491

法人税、住民税及び事業税 49,524 42,193

法人税等調整額 △1,431,296 169,542

法人税等合計 △1,381,771 211,736

少数株主損失（△） △131,168 △19,608

四半期純利益 168,891 349,363
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 【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 6,399,192 6,771,371

売上原価 2,528,863 2,776,010

売上総利益 3,870,328 3,995,360

販売費及び一般管理費 3,931,552 3,978,629

営業利益又は営業損失（△） △61,223 16,730

営業外収益

受取利息 1,307 111

受取配当金 30 30

その他 2,590 5,191

営業外収益合計 3,928 5,333

営業外費用

支払利息 22,960 17,166

為替差損 － 3,128

その他 △1,583 341

営業外費用合計 21,377 20,636

経常利益又は経常損失（△） △78,673 1,428

特別利益

固定資産売却益 461 －

貸倒引当金戻入額 122 －

特別利益合計 584 －

特別損失

固定資産除却損 25,509 4,067

固定資産売却損 71 －

投資有価証券評価損 － 1,054

貸倒損失 △11,457 －

債権回収関連費用 12,231 －

投資有価証券売却損 － 8,114

特別損失合計 26,354 13,237

税金等調整前四半期純損失（△） △104,443 △11,808

法人税、住民税及び事業税 19,498 15,315

法人税等調整額 △234,751 △62,082

法人税等合計 △215,253 △46,767

少数株主利益又は少数株主損失（△） 32,595 △21,082

四半期純利益 78,214 56,041
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 (3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,344,048 541,491

減価償却費 569,493 526,761

のれん償却額 24,600 23,100

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,189 △18,533

受取利息及び受取配当金 △7,252 △946

支払利息 82,489 58,326

持分法による投資損益（△は益） 1,031 1,788

固定資産除却損 107,540 16,647

投資有価証券評価損 1,062,862 9,154

売上債権の増減額（△は増加） △225,158 18,002

たな卸資産の増減額（△は増加） △736,644 △894,145

仕入債務の増減額（△は減少） 443,975 166,068

その他 392,560 219,890

小計 367,261 667,605

利息及び配当金の受取額 2,165 1,097

利息の支払額 △101,057 △62,925

法人税等の支払額 △150,990 △52,767

法人税等の還付額 27,426 41,410

営業活動によるキャッシュ・フロー 144,805 594,419

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △39,062 △9,077

定期預金の払戻による収入 59,037 139,062

有形固定資産の取得による支出 △376,290 △302,454

有形固定資産の売却による収入 8,375 483

無形固定資産の取得による支出 △142,433 △189,061

投資有価証券の取得による支出 △15,640 △5,000

敷金及び保証金の差入による支出 △109,333 △105,172

敷金及び保証金の回収による収入 289,536 54,201

その他 △341,823 △57,156

投資活動によるキャッシュ・フロー △667,634 △474,175

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） 749,520 △204,338

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,009,999 △1,022,239

社債の償還による支出 － △100,000

配当金の支払額 △290,317 △284,858

その他 △13,236 △6,137

財務活動によるキャッシュ・フロー △464,033 △1,617,573

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,064 △4,030

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △987,926 △1,501,360

現金及び現金同等物の期首残高 3,818,291 3,382,473

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,830,365 1,881,113
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 
 (注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

 
 (注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
 

３ 事業の種類別セグメント名称の変更 

 第２四半期連結累計期間より、「インターネットビジネス」を「ファッションｅコマースビジネス」へと

セグメント名称を変更しております。 

 なお、変更は名称でありますので、セグメント区分を変更したものではありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

ファッション
ブランドビジネス

(千円)

インターネット
ビジネス 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

14,593,364 5,208,565 19,801,930 ― 19,801,930

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

17,361 70,728 88,089 (88,089) ―

計 14,610,725 5,279,294 19,890,020 (88,089) 19,801,930

営業利益又は営業損失(△) 292,238 △ 222,054 70,183 468 70,652

ファッションブランドビジネス ・・・ バッグ・ジュエリー・アパレル等の企画・製造・販売

インターネットビジネス ・・・ インターネット上のオンラインショップ運営サイトに
よる商品の販売及び携帯端末上のモバイルサイトにお
ける商品の販売及び有料コンテンツの提供等 

ファッション
ブランドビジネス

(千円)

ファッション
ｅコマースビジネス 

(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

15,146,634 5,964,071 21,110,705 ― 21,110,705

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

6,705 199,108 205,813 (205,813) ―

計 15,153,339 6,163,179 21,316,519 (205,813) 21,110,705

営業利益 621,357 △13,488 607,868 (3,655) 604,212

ファッションブランドビジネス ・・・ バッグ・ジュエリー・アパレル等の企画・製造・販売

ファッションｅコマースビジネス ・・・ インターネット上のオンラインショップ運営サイトに
よる商品の販売及び携帯端末上のモバイルサイトにお
ける商品の販売及び有料コンテンツの提供等 
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前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

    全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別 

   セグメント情報の記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

    全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別 

   セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

    海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

    海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式会社サマンサタバサジャパンリミテッド（7829）平成23年2月期第3四半期決算短信

- 11 -


	uji.pdf
	html_gene.pdf

