
平成22年12月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成22年11月9日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ルック 上場取引所 東 
コード番号 8029 URL http://www.look-inc.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 牧 武彦

問合せ先責任者 （役職名）
取締役上席執行役員 経営企画室長
兼経理担当

（氏名） 高山 英二 TEL 03-3794-9148

四半期報告書提出予定日 平成22年11月11日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1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 ％

22年12月期第3四半期 22,195 △2.3 △235 ― △277 ― △355 ―
21年12月期第3四半期 22,714 ― △798 ― △726 ― △714 ―

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

22年12月期第3四半期 △10.38 ―
21年12月期第3四半期 △20.87 ―

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12月期第3四半期 19,414 10,202 50.8 288.18
21年12月期 19,161 10,565 53.1 297.42

（参考） 自己資本  22年12月期第3四半期  9,863百万円 21年12月期  10,180百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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 31,000 3.3 0 ― 0 ― △100 ― ―



(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、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きを実施しています。 

※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、四半期決算短信【添付資料】３ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情
報 （３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２．その他の情報」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） 22年12月期3Q 34,932,067株 21年12月期 34,932,067株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q 706,337株 21年12月期 701,191株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 34,228,207株 21年12月期3Q 34,234,099株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の緩やかな持ち直しの動きがみられるものの、雇用・所

得環境は依然として厳しく、加えて、国内経済のデフレ傾向や円高にともなう企業業績への影響が懸念されるな

ど、いまだ先行きは不透明な状況にあります。 

 当婦人服業界におきましても、消費者の購買意欲は依然として弱く、天候不順の影響も加わり、全体としては厳

しい環境が続きました。 

 このような状況の中、当社グループは安定的な収益の確保に向けて、百貨店向け基幹ブランドの事業強化に努め

る一方、戦略ブランドの店舗拡充に取り組むなど、収益構造改善のための諸施策を継続して推し進めてまいりまし

た。また、ブランド運営の強化・意思決定の迅速化を図るため、ブランド軸による組織運営を実施するなど、将来

の事業基盤の整備に取り組みました。 

 この結果、ルック単体の業績は売上高165億６千２百万円（前年同期比7.8％減）となりましたが、直営店ブラン

ドが好調を維持したことや販売費及び一般管理費の削減策を実施したことなどにより、営業利益１億３千３百万円

（前年同期は６億２千２百万円の損失）、経常利益１億２千１百万円（前年同期は４億５千９百万円の損失）、四

半期純利益７千１百万円（前年同期は４億８千８百万円の損失）となりました。 

 海外連結子会社の状況につきましては、株式会社アイディールック（韓国）は、販売は堅調に推移し、売上高38

億４千４百万円（前年同期比4.9％増）となりましたが、積極的な宣伝、販促活動などにより販売費及び一般管理

費が増加し、経常損失３千５百万円（前年同期は４千１百万円の利益）となりました。 

 ルック(H.K.)Ltd.（香港）は、不採算店舗の閉鎖などにより、売上高１億２千３百万円（前年同期比32.6％減）

となりましたが、販売費及び一般管理費の圧縮に努め、経常利益は１千３百万円（前年同期は０百万円）となりま

した。 

 昨年の第２四半期連結会計期間より連結子会社となりました洛格（上海）商貿有限公司は、販売店舗の増加など

により、売上高１億２千７百万円（前年同期比255.6％増）、経常損失８百万円（前年同期は１千７百万円の損

失）となりました。 

 国内連結子会社につきましては、株式会社エル・ターミナルは、不採算店舗の閉鎖などにより、売上高８億８千

３百万円（前年同期比3.9％減）となり、販売費及び一般管理費を圧縮しましたが、経常損失１億５千２百万円

（前年同期は２億９百万円の損失）となりました。 

 株式会社エル・ロジスティクスは、主に当社との契約内容を入出荷業務委託から入出荷及び保管業務委託へ変更

したことにより、売上高６億８千５百万円（前年同期比197.3％増）、経常利益２千２百万円（前年同期比61.0％

増）となりました。 

 また、第２四半期連結会計期間から新たに連結子会社となりましたA.P.C.Japan株式会社は、売上高７億３千９

百万円となり、来春から開始するライセンス生産の準備による費用の発生などにより、経常損失１億８千２百万円

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は221億９千５百万円（前年同期比2.3％

減）、営業損失は２億３千５百万円（前年同期は７億９千８百万円の損失）、経常損失は２億７千７百万円（前年

同期は７億２千６百万円の損失）、四半期純損失は３億５千５百万円（前年同期は７億１千４百万円の損失）とい

う結果で終了いたしました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金は減少しましたが、商品及

び製品や投資有価証券、敷金などの増加により、２億５千３百万円増加して194億１千４百万円となりました。 

  負債は、前連結会計年度末に比べ、支払手形及び買掛金の増加などにより、６億１千５百万円増加して92億１

千１百万円となりました。 

  純資産は、前連結会計年度末に比べ、利益剰余金の減少などにより、３億６千２百万円減少し、102億２百万

円となりました。 

  この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の53.1％から50.8％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
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（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が３億１千１

百万円となり、減価償却費４億５千７百万円などの増加要因がありましたが、たな卸資産の増加11億２千６百万

円などの減少要因で、９億５千１百万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、A.P.C.Japan株式会社の株式取得による支出５億６千７百万円、販売

店舗の新規出店や売場設備の拡充など固定資産の取得による支出４億７千万円などにより、９億９千万円の支出

となりました。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、少数株主への配当金の支払額３千７百万円などにより、３千５百万円

の支出となりました。 

  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、

20億６千４百万円減少し、17億８千７百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の見通しにつきましては、消費環境の改善の遅れなどから、厳しい経営環境の継続が予想されます。 

 当社グループといたしましては、引き続き収益構造の改善と徹底した効率経営を敢行し、安定した収益の確保と

成長を目指してまいります。 

 平成22年12月期の通期業績予想につきましては、平成22年８月６日に公表いたしました業績予想から変更はあり

ません。  
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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 

（簡便な会計処理）   

①棚卸資産の評価方法 

  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。  

 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。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している資産については、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。 

③繰延税金資産の回収可能性の判断 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、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場合に、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法によっております。 

  （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３四半期連結累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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計基準等の改正に伴う変更 

 企業結合に関する会計基準等の適用 

  第２四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「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）、「『研究開発費等に係る会計

基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

② ①以外の変更 

  該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは、前々連結会計年度及び前連結会計年度において連結営業損失を計上し、営業活動によるキャッ

シュ・フローがマイナスとなりました。このため、継続企業の前提に関する疑義を生じさせるような事象が存在し

ております。 

   当社グループは、当該状況を解消するため、引き続き下記の対応策を進めてまいります。 

   ・成長戦略の軸に据えたブランドの新規出店及び新たな販路における販売の拡大 

   ・効率的な商品運営や不採算店舗の撤退などによる利益率の改善、業務プロセスの変革、事業所の効率活用など

による経費の圧縮 

   以上の施策を実施した結果、連結営業損益、連結経常損益は第１四半期から当第３四半期までのすべての会計期

間で改善され、当第３四半期累計期間では、連結営業損益で５億６千３百万円、連結経常損益で４億４千９百万

円、それぞれ前年同期を上回りました。 

   第４四半期におきましても本資料の発表日時点において、業績は計画通り推移しており、当期の業績は、連結営

業利益、連結経常利益とも損益均衡が見込まれるため、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと

判断しております。 

２．その他の情報
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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３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,787 3,640

受取手形及び売掛金 3,734 3,684

有価証券 1 211

商品及び製品 5,523 4,104

仕掛品 410 392

原材料及び貯蔵品 238 201

繰延税金資産 218 177

その他 377 440

貸倒引当金 △50 △45

流動資産合計 12,242 12,807

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,302 1,195

土地 1,467 1,485

その他（純額） 695 657

有形固定資産合計 3,466 3,337

無形固定資産   

のれん 88 35

その他 60 9

無形固定資産合計 149 44

投資その他の資産   

投資有価証券 2,171 1,807

敷金 1,256 935

繰延税金資産 － 23

その他 254 340

貸倒引当金 △125 △136

投資その他の資産合計 3,556 2,971

固定資産合計 7,172 6,353

資産合計 19,414 19,161
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（単位：百万円）

当第３四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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,956 3,473

短期借入金 1,003 1,000

未払金 124 106

未払費用 999 1,124

未払法人税等 38 55

返品調整引当金 78 84

賞与引当金 217 70

その他 361 416

流動負債合計 6,780 6,332

固定負債   

繰延税金負債 266 202

退職給付引当金 2,016 1,928

役員退職慰労引当金 63 54

負ののれん 60 75

その他 24 2

固定負債合計 2,431 2,263

負債合計 9,211 8,596

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 2,303 2,658

自己株式 △283 △283

株主資本合計 10,823 11,179

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 634 295

繰延ヘッジ損益 △42 8

為替換算調整勘定 △1,551 △1,302

評価・換算差額等合計 △959 △998

少数株主持分 339 384

純資産合計 10,202 10,565

負債純資産合計 19,414 19,161
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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：百万円）

前第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22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 22,714 22,195

売上原価 12,921 11,953

売上総利益 9,793 10,242

販売費及び一般管理費 10,592 10,477

営業損失（△） △798 △235

営業外収益   

受取利息 25 23

受取配当金 19 19

為替差益 14 －

その他 84 83

営業外収益合計 143 126

営業外費用   

支払利息 25 11

為替差損 － 108

その他 46 49

営業外費用合計 72 168

経常損失（△） △726 △277

特別利益   

投資有価証券売却益 － 30

固定資産売却益 － 1

貸倒引当金戻入額 － 11

特別利益合計 － 43

特別損失   

減損損失 3 22

ブランド撤退損失 － 22

事務所移転費用 － 28

海外事務所閉鎖損失 － 2

投資有価証券評価損 3 －

特別損失合計 6 77

税金等調整前四半期純損失（△） △733 △311

法人税等 △15 △14

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

－ 60

少数株主損失（△） △3 △1

四半期純損失（△） △714 △355
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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22年１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損失（△） △733 △311

減価償却費 503 457

減損損失 － 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） 139 128

返品調整引当金の増減額（△は減少） △45 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11 74

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17 10

受取利息及び受取配当金 △44 △43

支払利息 25 11

固定資産除却損 10 11

投資有価証券売却損益（△は益） － △30

為替差損益（△は益） △33 11

売上債権の増減額（△は増加） 474 △34

たな卸資産の増減額（△は増加） 551 △1,126

仕入債務の増減額（△は減少） △902 135

未払退職特別加算金等の増減額（△は減少） △1,181 △58

未払費用の増減額（△は減少） △361 △103

未払消費税等の増減額（△は減少） △0 △6

その他 91 25

小計 △1,498 △836

利息及び配当金の受取額 41 39

利息の支払額 △26 △11

法人税等の支払額 △137 △143

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,621 △951

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 △89

定期預金の払戻による収入 217 89

有形固定資産の取得による支出 △475 △470

有形固定資産の売却による収入 1 4

投資有価証券の取得による支出 △2 △4

投資有価証券の売却による収入 － 102

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
支出

－ △567

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 △18

貸付金の回収による収入 22 20

差入保証金の回収による収入 － 67

敷金の差入による支出 △159 △234

敷金の回収による収入 273 144

その他 △0 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー 174 △990
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（単位：百万円）

前第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22年１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   

短期借入れによる収入 1,400 3

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △0 △0

少数株主への配当金の支払額 △76 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,322 △35

現金及び現金同等物に係る換算差額 44 △86

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79 △2,064

現金及び現金同等物の期首残高 2,431 3,851

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,351 1,787
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 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22年１月１日 至 平成22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。 

〔所在地別セグメント情報〕 
  

前第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22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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

  
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  18,168  3,775  123  127  22,195  －  22,195

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 24  68  －  －  93  (93)  －

計  18,192  3,844  123  127  22,288  (93)  22,195

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △169  △60  3  △17  △244  9  △235
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〔海外売上高〕 
  
 前第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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22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。  

  

  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

  韓国 香港 中国 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  3,756  123  127  19  4,026

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  －  22,195

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 16.9  0.5  0.6  0.1  18.1

（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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