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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年２月期第３四半期の連結業績（平成 19 年２月 21 日 ～ 平成 19 年 11 月 20 日） 
(1) 連結経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 営業収益 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年２月期第３四半期 41,403（△12.4） △3,192(  ―) △3,144(  ―)  △9,024(  ―) 

19 年２月期第３四半期 47,271（   7.8） △1,886(  ―) △1,872(  ―)  △3,553(  ―) 

19 年２月期 66,923         △722        △708         △5,165        

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年２月期第３四半期 △225  64  ―   ―  

19 年２月期第３四半期 △88  47  ―   ―  

19 年２月期 △128  65  ―   ―  

 
(2) 連結財政状態 

 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

20 年２月期第３四半期 37,676  12,341   32.8   309   48  

19 年２月期第３四半期 50,970  23,517   46.1   586   08  

19 年２月期 47,171  21,879   46.3   545   63  

 
(3) 連結キャッシュ・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 

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

20 年２月期第３四半期 △2,612   △307   △28    2,380   

19 年２月期第３四半期 3,727   △2,409   △1,986    4,819   

19 年２月期 5,428   △2,335   △3,251    5,333   

 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

 円  銭      円  銭 円  銭

19 年２月期  ５ 00     ５ 00   10 00 

20 年２月期 ―  

20 年２月期（予想）  ― 
 ０ 00 
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３．平成 20 年２月期の連結業績予想（平成 19 年２月 21 日 ～ 平成 20 年２月 20 日） 【参考】 
（％表示は対前期増減率） 

 営業収益 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 57,800 (△13.6)  △2,000（―）  △2,000（―） △8,500 （―） △212  52  

 
 
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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

 
［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。］ 

 
【参考】個別財務諸表の概要 
１．平成 20 年２月期第３四半期の業績（平成 19 年２月 21 日 ～ 平成 19 年 11 月 20 日） 
(1) 経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 営業収益 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年２月期第３四半期 29,101（△11.1） △2,504(  ―) △2,414(  ―)  △9,964(  ―) 

19 年２月期第３四半期 32,729（△ 6.1） △1,609(  ―) △1,469(  ―)  △1,704(  ―) 

19 年２月期 46,170         △994        △850         △4,493        

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年２月期第３四半期 △249  13  ―   ―  

19 年２月期第３四半期 △42  44  ―   ―  

19 年２月期 △111  93  ―   ―  

 
(2) 財政状態 

 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

20 年２月期第３四半期 31,309  12,246   39.1   307   09  

19 年２月期第３四半期 43,605  25,519   58.5   635   98  

19 年２月期 39,106  22,701   58.1   566   13  

 
２．平成 20 年２月期の業績予想（平成 19 年２月 21 日 ～ 平成 20 年２月 20 日） 

（％表示は対前期増減率） 

 営業収益 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 40,500 (△12.3)  △1,700（―）  △1,650（―） △9,500 （―） △237  53  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の業績予想につきまして、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、実際の業績は、
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。尚、詳細につきましては本日平成 19 年 12 月
28 日公表の「平成 20 年２月期通期業績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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（平成 19 年 2 月 21 日～平成 19 年 11 月 20 日）におけるわが国経済は、原油高を背
景にしたコスト増加によって企業業績に次第にかげりが見え、個人消費も盛り上がりに欠けるなど、
次第に成長のペースが鈍っております。 

小売業界におきましても、売上は依然として前年割れが続いており、なかでも衣料品が苦戦して
おります。また当社グループの基幹事業が属するきもの業界においては、昨年の大手企業倒産を引
き金として起こったクレジット与信の厳格化などの影響から、厳しい状況が続いております。 

このような状況下で、当社グループはきもの事業の浮上に向けて、店頭強化策を中心とする諸施
策を講じてまいりました。しかしながら一部に下げ止まりの傾向は出ておりますが全体が回復する
動きにはなっておりません。一方きもの事業以外の事業につきましては、ホームファッション事業、
アパレル事業を中心に出店を継続し、概ね計画に沿った推移となっております。 
この結果、当第３四半期の連結業績は、営業収益においては、414 億３百万円（前年同四半期比

12.4％減）と減収となりました。利益面においても、不採算店舗の閉鎖等による経営効率の改善に

努めたものの、営業損失 31 億 92 百万円（前年同四半期比 13 億６百万円の悪化）、経常損失 31 億 44

百万円（前年同四半期比 12 億 72 百万円の悪化）となりました。また、中間決算でおこないました

当社グループの「のれん」の減損、さが美と東京ますいわ屋の共有資産の減損処理などにより、四

半期純損失は、90 億 24 百万円（前年同四半期比 54 億 71 百万円の悪化）となりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

 

当第３四半期末における、総資産は 376 億 76 百万円となり、前年同四半期に比べ 132 億 94 百万
円減少しました。 

主な増減は流動資産では、現金及び預金の減少 26億 63 百万円、受取手形及び売掛金の減少 10 億

93 百万円、固定資産では減損損失などによる有形固定資産の減少 27 億 49 百万円、無形固定資産の

減少 21 億 53 百万円などがありました。 

当第３四半期末におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、次のとおりであります。 

現金及び現金同等物は、前年末に比べ、29 億 53 百万円減少し 23 億 80 百万円となりました。 
営業活動によるキャッシュ・フローは主に仕入債務および前受金の減少による支出の増加により、

△26 億 12 百万円と前年同四半期に比べ 63 億 40 百万円の減少となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは主に定期預金の預入による支出の減少などにより、△３億

７百万円と前年同四半期に比べ 21 億２百万円の増加となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加による収入の増加、長期借入金の返済に

よる支出の減少により、△28 百万円と前年同四半期に比べ 19億 58 百万円の増加となりました。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

 

下期においては、販売問題に起因した大手企業倒産の影響が一巡すること、上期より取り組んで

きた店頭販売強化の成果が期待できること等で、きもの事業における売上の回復を見込んでおりま

したが、依然として厳しい状況が続いております。 

荒利益率については若干の改善、経費については当初見込み通りの削減が出来ておりますが、き

もの事業の売上苦戦をカバーするにはいたらず、業績予想を修正いたしました。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 ・たな卸資産に関して、実地棚卸を行わず帳簿棚卸による方法を採用しております。 

 ・税金費用に関して、法人税等の計上基準について法定実効税率をベースとした年間予測税率に

より計算しております。 

 

(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。当該変更が財務諸表に与える

影響は、軽微であります。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1) （要約）四半期連結貸借対照表 

                                                                        （単位：千円、％） 
前年同四半期末

平成 19年２月期

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20年２月期

第３四半期末 
増  減 

（参考）前期末
平成 19年 

２月期末 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（資産の部）    
Ⅰ 流動資産    
１ 現金及び預金 4,882,150 2,218,338 △2,663,812 △54.6 5,396,727

２ 受取手形及び売掛金 4,698,952 3,605,048 △1,093,903 △23.3 5,553,012

３ 有価証券 ― 200,082 200,082 ― ―

４ たな卸資産 11,879,979 10,721,584 △1,158,395 △9.8 9,827,673

５ 繰延税金資産 952,846 9,927 △942,918 △99.0 159,998

６ その他 2,302,445 2,316,503 14,058 0.6 2,213,117

７ 貸倒引当金 △66,936 △39,185 27,750 △41.5 △38,064

流動資産合計 24,649,437 19,032,299 △5,617,138 △22.8 23,112,464

Ⅱ 固定資産    
１ 有形固定資産    
（1）建物及び構築物  3,526,424 1,468,406 △2,058,018 △58.4 3,392,047

（2）土地 4,247,035 4,061,375 △185,659 △4.4 4,119,011

（3）その他 589,229 82,910 △506,318 △85.9 474,068

有形固定資産合計 8,362,689 5,612,692 △2,749,996 △32.9 7,985,126

２ 無形固定資産    
（1）連結調整勘定 241,005 ― △241,005 ― ―

（2）その他 1,974,004 61,463 △1,912,541 △96.9 1,815,641

無形固定資産合計 2,215,010 61,463 △2,153,546 △97.2 1,815,641

３ 投資その他の資産    
（1）長期差入保証金 9,845,755 9,415,324 △430,430 △4.4 9,654,523

（2）長期性預金 ― 2,300,000 2,300,000 ― 2,300,000

（3）繰延税金資産 1,209,002 8,558 △1,200,443 △99.3 ―

（4）その他 5,031,810 1,610,434 △3,421,376 △ 68.0 2,667,186

（5）貸倒引当金 △342,898 △ 364,085 △21,187 6.2 △363,431

投資その他の資産合計 15,743,670 12,970,231 △2,773,438 △17.6 14,258,277

固定資産合計 26,321,369 18,644,386 △7,676,982 △29.2 24,059,046

  資産合計 50,970,807 37,676,686 △13,294,120 △26.1 47,171,510

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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                                                                        （単位：千円、％） 
前年同四半期末

平成 19 年２月期

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年２月期

第３四半期末 
増  減 

（参考）前期 
平成 19 年 

２月期末 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（負債の部）    
Ⅰ 流動負債    
１ 支払手形及び買掛金 8,206,763 7,519,918 △686,844 △8.4 8,968,281

２ 短期借入金 3,900,000 3,400,000 △500,000 △12.8 2,435,000
３ １年内返済予定の 
  長期借入金 2,422,830 788,467 △1,634,363 △67.5 977,703

４ 未払法人税等 83,625 186,234 102,609 122.7 154,396

５ 前受金 5,352,270 4,518,915 △833,355 △15.6 3,824,700

６ 賞与引当金 731,989 628,740 △103,249 △14.1 340,786

７ その他 2,441,192 2,707,216 266,024 10.9 2,484,263

流動負債合計 23,138,670 19,749,491 △3,389,178 △14.6 19,185,131

Ⅱ 固定負債    
１ 長期借入金 2,403,596 3,513,830 1,110,234 46.2 4,057,830

２ 繰延税金負債 ― 73,153 73,153 ― 217,038
３ 再評価に係る 

繰延税金負債 85,111 85,111 ― ― 85,111

４ 退職給付引当金 1,364,129 971,844 △392,285 △28.8 1,268,743

５ その他 461,787 941,526 479,738 103.9 477,747

固定負債合計 4,314,624 5,585,466 1,270,841 29.5 6,106,472

負債合計 27,453,295 25,334,958 △2,118,337 △7.7 25,291,603

（純資産の部）    
Ⅰ 株主資本    
１ 資本金 9,217,235 9,217,235 ― ― 9,217,235

２ 資本剰余金 8,812,318 8,812,318 ― ― 8,812,318

３ 利益剰余金 7,194,244 △3,969,315 △11,163,560 △155.2 5,383,426

４ 自己株式 △259,479 △328,038 △68,558 26.4 △268,465

株主資本合計 24,964,319 13,732,200 △11,232,118 △45.0 23,144,515

Ⅱ 評価・換算差額等    
１ その他有価証券 

評価差額金 403,780 133,487 △270,293 △66.9 386,925

２ 土地再評価差額金 △1,850,588 △1,523,959 326,628 △17.6 △1,651,533

評価・換算差額等合計 △1,446,807 △1,390,472 56,335 △3.9 △1,264,608

純資産合計 23,517,511 12,341,727 △11,175,783 △47.5 21,879,907

負債、純資産合計 50,970,807 37,676,686 △13,294,120 △26.1 47,171,510

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 
前年同四半期 

平成19年２月期

第３四半期  

累計期間 

当四半期 

平成20年２月期

第３四半期 

累計期間 

増  減 （参考）前期 
（平成19年２月期）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
Ⅰ 売上高 46,977,519 41,158,160 △5,819,358 △12.4 66,526,520

Ⅱ 売上原価 20,388,543 18,208,665 △2,179,877 △10.7 29,745,556

売上総利益 26,588,976 22,949,495 △3,639,480 △13.7 36,780,964

Ⅲ 営業収入 293,613 245,664 △47,949 △16.3 396,597

  営業総利益 26,882,590 23,195,159 △3,687,430 △13.7 37,177,561

Ⅳ 販売費及び一般管理費 28,769,079 26,387,825 △2,381,253 △8.3 37,899,841

営業損失（△） △1,886,488 △3,192,665 △1,306,177 69.2 △722,280

Ⅴ 営業外収益 118,486 212,734 94,247 79.5 202,228

１ 受取利息 
及び配当金 24,778 68,783 44,004 177.6 59,592

２ その他 93,707 143,951 50,243 53.6 142,636

Ⅵ 営業外費用 104,381 164,742 60,360 57.8 188,679

１ 支払利息 68,637 81,483 12,846 18.7 93,934

２ その他 35,744 83,259 47,514 132.9 94,744

経常損失（△） △1,872,383 △3,144,674 △1,272,290 68.0 △708,730

Ⅶ  特別利益 158,425 9,818 △148,606 △93.8 277,166

１ 投資有価証券 
売却益 138,155 ― △138,155 ― 250,914

２ そ の 他 20,270 9,818 △10,451 △51.6 26,251

Ⅷ 特別損失 1,655,052 5,569,278 3,914,225 236.5 2,241,139

１ 固定資産売却損 57,592 1,493 △56,098 △97.4 59,162

２ 固定資産除却損 161,353 154,494 △6,859 △4.3 196,943
３ 投資有価証券 

評価損 10,202 ― △10,202 ― 13,360

４ 減損損失 109,604 5,381,810 5,272,205 ― 643,590
５ 子会社会計方針 

変更差額 1,257,163 ― △1,257,163 ― 1,257,163

６ その他 59,134 31,480 △27,654 △46.8 70,919

税金等調整前 
四半期（当期）純損失（△） △3,369,010 △8,704,133 △5,335,122 158.4 △2,672,704

法人税、住民税 
及び事業税 

158,656 159,747 1,090 0.7 229,472

法人税等調整額 25,773 160,785 135,012 523.8 2,263,026

四半期（当期） 
純損失（△） 

△3,553,440 △9,024,666 △5,471,225 154.0 △5,165,203

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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㈱さが美（8201）平成 20 年２月期第３四半期財務・業績の概況 

(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前年同四半期（平成 19 年２月期 第３四半期） 

（単位：千円） 
株主資本  

資本金 資 本   
剰余金 

利 益   
剰余金 自己株式 株主資本    

合  計 

平成 18 年２月 20 日現在 9,217,235 8,812,318 11,757,881 △241,829 29,545,606

連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △401,660  △401,660

 四半期純損失（△） △3,553,440  △3,553,440

 自己株式の取得 △17,650 △17,650

土地再評価差額金の取崩し △608,535  △608,535

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

 

連結会計期間中の変動額合計 ― ― △4,563,637 △17,650 △4,581,287

平成 18 年 11 月 20 日現在 9,217,235 8,812,318 7,194,244 △259,479 24,964,319

 
評価・換算差額等  

その他  
有価証券  
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算  
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年２月 20 日現在 899,997 △2,459,123 △1,559,126 27,986,480

連結会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △401,660

 四半期純損失（△） △3,553,440

 自己株式の取得 △17,650

土地再評価差額金の取崩し △608,535

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

△496,217 608,535 112,318 112,318

連結会計期間中の変動額合計 △496,217 608,535 112,318 △4,468,969

平成 18 年 11 月 20 日現在 403,780 △1,850,588 △1,446,807 23,517,511

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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㈱さが美（8201）平成 20 年２月期第３四半期財務・業績の概況 

 
当四半期（平成 20 年２月期 第３四半期） 

（単位：千円） 
株主資本  

資本金 資 本   
剰余金 

利 益   
剰余金 自己株式 株主資本    

合  計 

平成 19 年２月 20 日現在 9,217,235 8,812,318 5,383,426 △268,465 23,144,515

連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 △200,502  △200,502

 四半期純損失（△） △9,024,666  △9,024,666

 自己株式の取得 △59,572 △59,572

土地再評価差額金の取崩し △127,573  △127,573

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

 

連結会計期間中の変動額合計 ― ― △9,352,742 △59,572 △9,412,315

平成 19 年 11 月 20 日現在 9,217,235 8,812,318 △3,969,315 △328,038 13,732,200

 
評価・換算差額等  

その他  
有価証券  
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算  
差額等合計 

純資産合計 

平成 19 年２月 20 日現在 386,925 △1,651,533 △1,264,608 21,879,907

連結会計期間中の変動額 

 剰余金の配当 △200,502

 四半期純損失（△） △9,024,666

 自己株式の取得 △59,572

土地再評価差額金の取崩し △127,573

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 

△253,437 127,573 △125,864 △125,864

連結会計期間中の変動額合計 △253,437 127,573 △125,864 △9,538,179

平成 19 年 11 月 20 日現在 133,487 △1,523,959 △1,390,472 12,341,727

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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㈱さが美（8201）平成 20 年２月期第３四半期財務・業績の概況 

 
 

（参考）前期（平成 19 年２月期） 

（単位：千円） 

株主資本  
資本金 資 本   

剰余金 
利 益   
剰余金 自己株式 株主資本    

合  計 

平成 18 年２月 20 日現在 9,217,235 8,812,318 11,757,881 △241,829 29,545,606

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △401,660  △401,660

 当期純損失（△） △5,165,203  △5,165,203

 自己株式の取得 △26,636 △26,636

土地再評価差額金の取崩し △807,590  △807,590

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計 ― ― △6,374,454 △26,636 △6,401,091

平成 19 年２月 20 日現在 9,217,235 8,812,318 5,383,426 △268,465 23,144,515

 
評価・換算差額等  

その他  
有価証券  
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算  
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年２月 20 日現在 899,997 △2,459,123 △1,559,126 27,986,480

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 △401,660

 当期純損失（△） △5,165,203

 自己株式の取得 △26,636

土地再評価差額金の取崩し △807,590

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
△513,072 807,590 294,517 294,517

連結会計年度中の変動額合計 △513,072 807,590 294,517 △6,106,573

平成 19 年２月 20 日現在 386,925 △1,651,533 △1,264,608 21,879,907

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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㈱さが美（8201）平成 20 年２月期第３四半期財務・業績の概況 

(4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書              （単位：千円） 

 
前年同四半期 

平成 19 年２月期 

第３四半期   

累計期間 

当四半期 

平成 20 年２月期 

第３四半期   

累計期間 

（参考）前期 

（平成19年２月期）

区  分 金  額 金  額 金  額 
Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    
１ 税金等調整前四半期（当期） 

純損失（△） △3,369,010 △8,704,133 △2,672,704

２ 減価償却費 924,043 487,091 831,620

３ 連結調整勘定償却額 57,566 ― ―

４ のれん償却額 ― 161,100 524,510

５ 貸倒引当金の増減額 △17,671 1,775 △26,010

６ 賞与引当金の増減額 441,896 287,954 50,693

７ 有形固定資産売却益 △9,077 △9,818 △9,077

８ 退職給付引当金の増減額 △249,405 △296,898 △344,791

９ 受取利息及び受取配当金 △24,778 △68,783 △59,592

10 支払利息 68,637 81,483 93,934

11 為替差損益 8,018 5,411 2,862

12 投資有価証券評価損 10,202 ― 13,360

13 投資有価証券売却損益 △138,155 ― △250,914

14 有形固定資産除売却損 218,945 155,987 256,105

15 減損損失 109,604 5,381,810 643,590

16 売上債権の増減額 2,095,191 1,947,963 1,232,469

17 たな卸資産の増減額 △1,618,119 △893,910 434,187

18 仕入債務の増減額 2,194,528 △1,448,362 2,956,045

19 前受金の増減額 3,375,394 694,214 1,847,823

20 その他 △110,267 △234,951 105,527

小  計 3,967,542 △2,452,066 5,629,637

21 利息及び配当金の受取額 18,796 84,307 33,165

22 利息の支払額 △65,685 △81,050 △88,767

23 法人税等の支払額 △192,814 △163,774 △145,346

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,727,839 △2,612,585 5,428,689

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 
１ 定期預金の預入による支出 △1,916,300 △53,000 △2,144,300

２ 定期預金の払戻しによる収入 205,900 78,000 233,901

３ 有形固定資産の取得による支出 △915,226 △682,934 △1,105,293

４ 無形固定資産の取得による支出 △141,275 △154,410 △232,787

５ 有形固定資産の売却による収入 176,854 63,583 197,874

６ 有価証券の取得による支出 ― △300,000 △200,000

７ 有価証券の償還による収入 ― 300,000 200,000

８ 投資有価証券の売却による収入 182,584 3,147 548,400

９ 投資有価証券の取得による支出 △15,960 △11,014 △378,997

10 差入保証金への支出 △180,442 △202,699 △204,434

11 差入保証金回収による収入 1,013,301 718,715 1,254,009

12 その他 △818,614 △66,392 △504,371

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,409,178 △307,004 △2,335,997

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
１ 短期借入金の純増減額 △900,000 965,000 △2,365,000

２ 長期借入による収入 500,000 ― 3,000,000

３ 長期借入金の返済による支出 △1,167,014 △733,236 △3,457,908

４ 自己株式の取得による支出 △17,651 △59,572 △26,636

５ 配当金の支払額 △402,046 △200,496 △401,777

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,986,711 △28,305 △3,251,321

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,018 △5,411 △2,862

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△） △676,068 △2,953,305 △161,491

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,495,218 5,333,727 5,495,218

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 4,819,150 2,380,421 5,333,727

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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㈱さが美（8201）平成 20 年２月期第３四半期財務・業績の概況 

(5) セグメント情報 
 
〔事業の種類別セグメント情報〕 

前四半期および当四半期並びに前期については、全セグメントの売上高の合計および営業利益の

金額の合計額に占める小売業の割合がいずれも 90％を超えているため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。 

 
 
〔所在地別セグメント情報〕 

前四半期および当四半期並びに前期については、在外連結子会社および在外支店がないため、該

当事項はありません。 
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㈱さが美（8201）平成 20 年２月期第３四半期財務・業績の概況 

【参考：個別の状況】 

(1) （要約）四半期個別貸借対照表 
                                                                        （単位：千円、％） 

前年同四半期末

平成 19年２月期

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20年２月期

第３四半期末 
増  減 

（参考）前期 
平成 19 年 

２月期末 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（資産の部）     
Ⅰ 流動資産    
１ 現金及び預金 3,019,575 868,852 △2,150,723 △71.2 3,669,144

２ 売掛金 3,859,328 2,880,312 △979,016 △25.4 4,369,948

３ 有価証券 ― 200,082 200,082 ― ―

４ たな卸資産 8,899,926 8,086,846 △813,079 △9.1 7,147,074

５ 繰延税金資産 837,082 ― △837,082 ― 142,261

６ その他 1,603,490 2,042,927 439,436 27.4 1,522,243

７ 貸倒引当金 △1,000 △7,000 △6,000 600.0 △1,000

流動資産合計 18,218,403 14,072,021 △4,146,382 △22.8 16,849,672

Ⅱ 固定資産    
１ 有形固定資産    
（1）建物  2,904,786 872,904 △2,031,882 △69.9 2,769,731

（2）土地 3,366,658 3,186,175 △180,482 △5.4 3,238,634

（3）その他 550,286 11,804 △538,481 △97.9 445,411

有形固定資産合計 6,821,731 4,070,884 △2,750,846 △40.3 6,453,777

２ 無形固定資産 872,234 25,085 △847,148 △97.1 899,686

３ 投資その他の資産    
（1）長期貸付金 3,661,776 3,150,000 △511,776 △14.0 3,200,000

（2）長期差入保証金 7,439,363 7,282,249 △157,114 △2.1 7,253,677

（3）長期性預金 ― 2,300,000 2,300,000 ― 2,300,000

（4）繰延税金資産 1,109,461 ― △1,109,461 ― ―

（5）その他 6,060,152 1,506,750 △4,553,402 △ 75.1 2,563,950

（6）貸倒引当金 △577,642 △1,097,737 △520,095 90.0 △413,921

投資その他の資産合計 17,693,112 13,141,261 △4,551,850 △25.7 14,903,706

固定資産合計 25,387,077 17,237,232 △8,149,845 △32.1 22,257,171

  資産合計 43,605,481 31,309,253 △12,296,227 △28.2 39,106,843

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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㈱さが美（8201）平成 20 年２月期第３四半期財務・業績の概況 

                                                                        （単位：千円、％） 
前年同四半期末

平成 19 年２月期

第３四半期末 

当四半期末 

平成 20 年２月期

第３四半期末 
増  減 

（参考）前期 
平成 19 年 

２月期末 科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（負債の部）    
Ⅰ 流動負債    
１ 買掛金 5,450,816 4,915,911 △534,904 △9.8 5,978,787

２ 短期借入金 3,500,000 3,000,000 △500,000 △14.3 2,000,000
３ １年内返済予定の 
  長期借入金 2,200,000 569,010 △1,630,990 △74.1 758,680

４ 未払法人税等 64,000 149,500 85,500 133.6 122,000

５ 前受金 3,052,844 3,124,818 71,974 2.4 2,228,578

６ 賞与引当金 550,000 471,000 △79,000 △14.4 241,000

７ その他 1,667,652 1,855,661 188,009 11.3 1,594,889

流動負債合計 16,485,312 14,085,901 △2,399,411 △14.6 12,923,935

Ⅱ 固定負債    
１ 長期借入金 500,000 1,836,980 1,336,980 267.4 2,216,320

２ 繰延税金負債 ― 73,153 73,153 ― 229,831
３ 再評価に係る 

繰延税金負債 85,111 85,111 ― ― 85,111

４ 退職給付引当金 747,627 384,884 △362,742 △48.5 671,784

５ 債務保証損失引当金 ― 1,855,566 1,855,566 ― ―

６ その他 267,875 741,292 473,416 176.7 277,913

固定負債合計 1,600,614 4,976,988 3,376,373 210.9 3,480,960

負債合計 18,085,926 19,062,889 976,962 5.4 16,404,895

（純資産の部）    
Ⅰ 株主資本    
１ 資本金 9,217,235 9,217,235 ― ― 9,217,235

２ 資本剰余金       

（1）資本準備金 8,812,318 8,812,318 ― ― 8,812,318

  資本剰余金合計 8,812,318 8,812,318 ― ― 8,812,318

３ 利益剰余金       

（1）利益準備金 655,751 655,751 ― ― 655,751

（2）その他利益剰余金  

別途積立金 11,000,000 5,000,000 △6,000,000 △54.5 11,000,000

繰越利益剰余金 △2,458,879 △9,739,609 △7,280,730 296.1 △5,447,355

利益剰余金合計 9,196,872 △4,083,858 △13,280,730 △144.4 6,208,395

４ 自己株式 △259,479 △328,038 △68,558 26.4 △268,465

株主資本合計 26,966,947 13,617,657 △13,349,289 △49.5 23,969,484

Ⅱ 評価・換算差額等    
１ その他有価証券 

評価差額金 403,195 152,666 △250,529 △62.1 383,996

２ 土地再評価差額金 △1,850,588 △1,523,959 326,628 △17.6 △1,651,533

評価・換算差額等合計 △1,447,392 △1,371,293 76,098 △5.3 △1,267,537

純資産合計 25,519,554 12,246,364 △13,273,190 △52.0 22,701,947

負債、純資産合計 43,605,481 31,309,253 △12,296,227 △28.2 39,106,843

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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㈱さが美（8201）平成 20 年２月期第３四半期財務・業績の概況 

(2) （要約）四半期個別損益計算書 

（単位：千円、％） 
前年同四半期 

平成 19 年２月期

第３四半期  

累計期間 

当四半期 

平成 20 年２月期

第３四半期 

累計期間 

増  減 （参考）前期 
（平成19年２月期）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
Ⅰ 売上高 32,354,067 28,738,855 △3,615,211 △11.2 45,651,329

Ⅱ 売上原価 15,096,295 13,489,160 △1,607,135 △10.6 22,056,903

売上総利益 17,257,771 15,249,694 △2,008,076 △11.6 23,594,425

Ⅲ 営業収入 375,655 362,676 △12,978 △3.5 519,487

  営業総利益 17,633,426 15,612,371 △2,021,055 △11.5 24,113,912

Ⅳ 販売費及び一般管理費 19,243,419 18,116,398 △1,127,021 △5.9 25,108,781

営業損失（△） △1,609,992 △2,504,026 △894,033 55.5 △994,868

Ⅴ 営業外収益 207,231 189,000 △18,230 △8.8 279,788

Ⅵ 営業外費用 67,171 99,884 32,713 48.7 135,082

経常損失（△） △1,469,933 △2,414,910 △944,976 64.3 △850,163

Ⅶ  特別利益 151,121 9,818 △141,303 △93.5 259,992

１ 投資有価証券売却益 138,155 ― △138,155 ― 250,914

２ そ の 他 12,966 9,818 △3,147 △24.3 9,077

Ⅷ 特別損失 249,066 7,296,921 7,047,854 ― 1,645,366

１ 減損損失 94,203 4,542,302 4,448,099 ― 314,607
２ 債務保証損失引当金

繰入額 ― 1,855,566 1,855,566 ― ―

３ その他 154,863 899,052 744,188 480.5 1,330,758

税金等調整前 
四半期（当期）純損失（△） △1,567,878 △9,702,012 △8,134,134 518.8 △2,235,536

法人税、住民税 
及び事業税 114,864 119,903 5,039 4.4 189,511

法人税等調整額 21,717 142,261 120,544 555.1 2,068,834

四半期（当期）純損失（△） △1,704,460 △9,964,177 △8,259,717 484.6 △4,493,882

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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