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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21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 ％

21年12月期第3四半期 22,714 ― △798 ― △726 ― △714 ―
20年12月期第3四半期 28,890 △6.7 △421 ― △460 ― △498 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第3四半期 △20.87 ―
20年12月期第3四半期 △14.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期第3四半期 20,064 10,074 48.4 283.45
20年12月期 21,491 10,425 46.7 293.33

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  9,703百万円 20年12月期  10,043百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

20年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年12月期 ― 0.00 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 30,000 △21.5 △1,100 ― △950 ― △250 ― △7.30



4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後、様々な
要因によって予想値と異なる場合があります。業績予想に関しましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」を
ご参照下さい。 
２． 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸
表は、「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）附則第７条第１項第５号
ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を適用しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 34,932,067株 20年12月期  34,932,067株
② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  700,536株 20年12月期  694,184株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 34,234,099株 20年12月期第3四半期 34,467,403株



      当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安を背景に企業収益の減少が続き、雇用や所得

環境が一段と厳しさを増し、個人消費も低迷するなど、総じて景気は非常に厳しい状況で推移いたしました。 

   このような状況の中、当社グループは、基幹ブランドへ経営資源を集中することで経営効率の改善に努めながら

も、米国発の新規大型ブランド「トリーバーチ」を立ち上げ、また直営店展開も堅実に出店増を図る等、積極策にも

取組んでまいりました。しかしながら、国内の市況全体が低迷するなか、売上高の減少が大きく、営業利益は前年を

下回る結果となりました。 

   これらの結果、ルック単体の業績は売上高179億68百万円、営業損失６億22百万円、経常損失４億59百万円となり

ました。減損損失２百万円、投資有価証券評価損３百万円を特別損失として計上し、四半期純損失は４億88百万円と

なりました。 

   一方、連結子会社の状況については、株式会社アイディールック(韓国)は、基幹ブランドの企画の見直しにより予

定を上回る業績で推移し、その結果、売上高36億63百万円、経常利益41百万円となりました。 

   ルック(H.K.)Ltd. (香港)は、一部ブランドの廃止などにより売上高が減少した結果、経常利益０百万円となりま

した。 

   また、第２四半期から新たに連結子会社となりました「洛格（上海）商貿有限公司」は、事業拡大のための先行投

資などにより17百万円の経常損失となりました。 

   国内子会社の株式会社エル・ターミナルについては、ルック同様、国内消費の低迷の影響を受け、売上高９億18百

万円、経常損失２億９百万円となりました。 

   これらの結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高227億14百万円、営業損失７億98百万円、経常

損失７億26百万円、四半期純損失７億14百万円という結果で終了いたしました。 

  

  

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、不採算ブランド廃止によるたな卸資産の減少などにより、前連結会計年

度末に比べ14億26百万減少し、200億64百万円となりました。 

  負債は、前連結会計年度末に比べ短期借入金が14億円増加しましたが、仕入の減少にともなう支払手形及び買掛金

の減少や、未払金（前年連結会計年度末に実施いたしました人員合理化にともなう退職金）の支払いなどにより10億

75百万円減少し、99億89百万円となりました。 

  純資産につきましては、利益剰余金が７億14百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金の増加などにより

前連結会計年度末に比べ３億51百万円減少し100億74百万円となりました。 

  この結果、自己資本比率は48.4％、１株あたり純資産額は283円45銭となりました。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失は７億33万円とな

りましたが、未払退職特別加算金等の減少11億81百万円などにより、16億21百万円の支出となりました。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産取得による支出４億75百万円、事業譲渡による収入６億33百

万円などにより、１億74百万円の収入となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加14億円の収入などにより、13億22百万円の収入となりま

した。 

  これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ79百万

円減少し23億51百万円となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

 平成21年12月期の通期の連結業績見通しにつきましては、当第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案

し、平成21年８月６日公表の業績予想から修正を行っております。詳細につきましては、本日、別途公表いたしてお

ります「業績予想の修正及び特別利益の発生に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

  

 該当事項はありません。  

   

（簡便な会計処理） 

  たな卸資産の評価方法 

 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、実地棚卸を省略し第２四半期連結会計期間末に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 税金費用の計算  

 一部の海外連結子会社において、税金費用については、当第３四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います。 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表は、「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）附

則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりま

したが、第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。 

  ③「連結財務諸表作成における在外子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、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。なお、これによる損益に与える影響はあり

ません。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,282 2,317

受取手形及び売掛金 4,080 4,530

有価証券 159 114

商品及び製品 4,521 5,536

仕掛品 457 450

原材料及び貯蔵品 227 180

繰延税金資産 168 134

その他 579 593

貸倒引当金 △46 △50

流動資産合計 12,430 13,806

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,314 1,379

土地 2,563 2,550

その他（純額） 699 738

有形固定資産合計 4,577 4,667

無形固定資産   

のれん 37 －

その他 8 10

無形固定資産合計 45 10

投資その他の資産   

投資有価証券 1,874 1,595

敷金 922 1,191

繰延税金資産 24 22

その他 321 285

貸倒引当金 △131 △88

投資その他の資産合計 3,011 3,006

固定資産合計 7,634 7,684

資産合計 20,064 21,491



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,180 4,033

短期借入金 2,400 1,000

未払金 215 1,205

未払費用 1,041 1,398

未払法人税等 36 98

返品調整引当金 83 129

賞与引当金 227 88

その他 314 705

流動負債合計 7,500 8,658

固定負債   

退職給付引当金 2,068 2,075

役員退職慰労引当金 110 125

負ののれん 80 95

その他 229 110

固定負債合計 2,489 2,407

負債合計 9,989 11,065

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,769 5,769

資本剰余金 3,034 3,034

利益剰余金 2,261 2,976

自己株式 △283 △282

株主資本合計 10,782 11,497

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 331 158

繰延ヘッジ損益 9 △25

為替換算調整勘定 △1,419 △1,588

評価・換算差額等合計 △1,079 △1,454

少数株主持分 371 382

純資産合計 10,074 10,425

負債純資産合計 20,064 21,491



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 22,714

売上原価 12,921

売上総利益 9,793

販売費及び一般管理費 10,592

営業損失（△） △798

営業外収益  

受取利息 25

受取配当金 19

為替差益 14

その他 84

営業外収益合計 143

営業外費用  

支払利息 25

その他 46

営業外費用合計 72

経常損失（△） △726

特別損失  

減損損失 3

投資有価証券評価損 3

特別損失合計 6

税金等調整前四半期純損失（△） △733

法人税等 △15

少数株主損失（△） △3

四半期純損失（△） △714



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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損失（△） △733

減価償却費 503

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37

賞与引当金の増減額（△は減少） 139

返品調整引当金の増減額（△は減少） △45

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17

受取利息及び受取配当金 △44

支払利息 25

固定資産除却損 10

為替差損益（△は益） △33

売上債権の増減額（△は増加） 474

たな卸資産の増減額（△は増加） 551

仕入債務の増減額（△は減少） △902

未払退職特別加算金等の増減額（△は減少） △1,181

未払費用の増減額（△は減少） △361

未払消費税等の増減額（△は減少） △0

その他 91

小計 △1,498

利息及び配当金の受取額 41

利息の支払額 △26

法人税等の支払額 △137

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,621

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 △312

定期預金の払戻による収入 217

有形固定資産の取得による支出 △475

有形固定資産の売却による収入 1

投資有価証券の取得による支出 △2

事業譲渡による収入 633

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

6

貸付けによる支出 △29

貸付金の回収による収入 22

敷金の差入による支出 △159

敷金の回収による収入 273

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 174

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,400

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △0

少数株主への配当金の支払額 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,322

現金及び現金同等物に係る換算差額 44

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79

現金及び現金同等物の期首残高 2,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,351



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。なお、四半期連結財務諸表については、「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）附則第７条第１項第

５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「衣料品等繊維製品事業」の割合がいずれ

も90％を超えているため、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21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．「その他」に属する国又は地域はフランスであります。 

２．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

 該当事項はありません。 

  

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
韓国 

（百万円）
香港 

（百万円）
中国 

（百万円）
計 

（百万円） 

消去 
又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  18,862  3,632  183  35  22,714 －  22,714

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 24  30 － －  55  (55) － 

計  18,887  3,663  183  35  22,770  (55)  22,714

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △796  14  △8  △19  △809  11  △798

〔海外売上高〕

  韓国 香港 中国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,586  183  54  26  3,850

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― ―  22,714

Ⅲ 連結売上高に占める海

外売上高の割合（％） 
 15.8  0.8  0.3  0.1  17.0

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１） （要約）四半期連結損益計算書 

  

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高       28,890  100.0

Ⅱ 売上原価       16,292  56.4

売上総利益       12,597  43.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費       13,019  45.1

営業損失       421  1.5

Ⅳ 営業外収益                 

１．受取利息  89           

２．受取配当金  28           

３．その他  54  172  0.6

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  14           

２．販売器具等除却損  37           

３．為替差損  34           

４．その他  124  211  0.7

経常損失       460  1.6

Ⅵ 特別利益                

１．投資有価証券売却益  384           

２．固定資産売却益  31           

３．貸倒引当金戻入益  17  433  1.5

Ⅶ 特別損失                

１．減損損失  11           

２．投資有価証券評価損  134           

３．物流センター移転関連費用  216  362  1.2

税金等調整前四半期純損失       389  1.3

法人税等       85  0.3

少数株主利益       23  0.1

四半期純損失       498  1.7

        



  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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損失  △389

減価償却費   587

貸倒引当金の減少額   △19

賞与引当金の増加額   209

返品調整引当金の減少額  △21

退職給付引当金の減少額   △7

役員退職金引当金の増加額   4

受取利息及び受取配当金   △118

支払利息   14

投資有価証券売却益   △384

投資有価証券評価損   134

販売器具等除却損  37

売上債権の減少額   155

たな卸資産の増加額   △929

仕入債務の増加額   331

未払費用の減少額   △70

未払消費税等の減少額   △22

その他   135

小計  △352

利息及び配当金の受取額   148

利息の支払額   △12

法人税等の支払額  △81

営業活動によるキャッシュ・フロー  △296



  

  

  
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成20年１月１日 
至 平成20年９月30日） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 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   △515

有形固定資産の取得による支出   △482

有形固定資産の売却による収入   74

投資有価証券の取得による支出   △5

投資有価証券の売却による収入   642

債券の償還による収入   108

長期差入保証金の回収   174

敷金の預託による支出   △189

敷金の返還による収入   47

その他   △5

投資活動によるキャッシュ・フロー  △151

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

自己株式の取得による支出   △82

配当金の支払額   △85

少数株主への配当金の支払額   △76

財務活動によるキャッシュ・フロー  △244

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △496

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額  △1,188

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,643

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,455

    



前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める「衣料品等繊維製品事業」の割合がいずれ

も90％を超えているため、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20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
韓国 

（百万円） 
香港 

（百万円） 
計 

（百万円） 

消去 
又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  23,926  4,670  293  28,890     ―  28,890

(2）セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
 57     ―     ―  57  (57)     ― 

計  23,983  4,670  293  28,947  (57)  28,890

営業費用  24,363  4,733  294  29,391  (79)  29,311

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △379  △63  △0  △443  22  △421

〔海外売上高〕

  韓国 香港 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  4,617  293  52  4,963

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ―  28,890

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 16.0  1.0  0.2  17.2
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