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1.  平成25年12月期第3四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25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 ％

25年12月期第3四半期 29,634 11.8 521 △52.1 792 △32.6 637 △43.9
24年12月期第3四半期 26,505 7.8 1,088 176.9 1,174 167.5 1,137 386.5

（注）包括利益 25年12月期第3四半期 1,970百万円 （57.8％） 24年12月期第3四半期 1,248百万円 （―％）

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

25年12月期第3四半期 16.68 ―
24年12月期第3四半期 33.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第3四半期 27,231 17,078 61.8
24年12月期 24,579 15,444 61.4
（参考） 自己資本  25年12月期第3四半期  16,841百万円 24年12月期  15,089百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
24年12月期 期末配当金の内訳 普通配当 3円00銭 記念配当 1円00銭 

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

24年12月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
25年12月期 ― 0.00 ―
25年12月期（予想） 3.00 3.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 40,700 9.9 1,300 △34.1 1,500 △29.5 1,300 △40.1 34.01



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (2)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご参照ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）第1四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照下さい。 

(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．当四半決算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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年12月期3Q 38,237,067 株 24年12月期 38,237,067 株
② 期末自己株式数 25年12月期3Q 13,127 株 24年12月期 7,852 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期3Q 38,226,058 株 24年12月期3Q 34,211,790 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、経済対策や金融緩和政策に対する期待感から円安が進行し株

価が上昇するなど、緩やかな景気の回復がみられるものの、海外景気の下振れ懸念等もあり、先行きは依然として

不透明な状況にあります。 

 当アパレル・ファッション業界におきましては、一部で個人消費に持ち直しの動きが見られるものの、所得環境

の改善を背景とした消費の本格回復には至っていないことから、消費者の節約志向は依然として根強く、また、７

月以降は６月にバーゲンを前倒しした反動や台風の影響などもあり、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、引き続き百貨店や直営店など多様な販路での拡販を進めるなど、グルー

プ全体の事業拡大策を積極的に推進してまいりました。一方、社内体制の基盤整備において、当第３四半期より、

安心安全かつ高品質な商品の提供をさらに推進するために、当社国内グループ会社が扱う商品の品質管理体制を一

元化するなど、新たな業務運営をスタートさせました。 

 この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は296億３千４百万円（前年同期比11.8％増）、

営業利益は５億２千１百万円（前年同期比52.1％減）、経常利益は７億９千２百万円（前年同期比32.6％減）、四

半期純利益は６億３千７百万円（前年同期比43.9％減）となりました。 

  

 セグメント別の業績の概況は次のとおりであります。 

  

（アパレル関連事業） 

 「日本」につきましては、百貨店を主販路とする戦略ブランドの「トリー バーチ」や直営店を展開する生活雑

貨ブランド「マリメッコ」、レザーブランド「イル ビゾンテ」、A.P.C.Japan株式会社が展開するブランド

「A.P.C.」の新規出店を進めるなど、既存事業の強化に努めたことにより、売上が堅調に推移いたしました。これ

らの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は230億１百万円（前年同期比6.4％増）となりました。一方、円安

による海外ブランドの輸入価格の上昇などにより、売上総利益率が低下し、営業利益は３億３千万円（前年同期比

66.9％減）となりました。 

 「韓国」につきましては、株式会社アイディールックにおいて、フランスのライセンスブランド「マージュ」の

売上が好調に推移したことに加えて、第１四半期より新規ブランド「サンドロ」の販売を開始したこと、さらには

円安による為替の影響もあり、売上高は前年同期を大きく上回りました。この結果、当第３四半期連結累計期間の

売上高は57億５千８百万円（前年同期比41.4％増）、営業利益は９千７百万円（前年同期比611.4％増）となりま

した。 

 「その他海外」（香港・中国）につきましては、ルック（H.K.）Ltd.（香港）では、既存店舗の売上が好調に推

移した結果、売上高は前年同期を上回りました。洛格（上海）商貿有限公司では、既存店舗の売上が堅調に推移し

たことに加えて、新規店舗の展開、さらには円安による為替の影響もあり、売上高は前年同期を大きく上回る結果

となりました。これらにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は４億４百万円（前年同期比42.2％増）、営業

利益は３百万円（前年同期は１千４百万円の営業損失）となりました。 

 これらの結果、アパレル関連事業計の当第３四半期連結累計期間の売上高は291億６千４百万円（前年同期比

12.3％増）、営業利益は４億３千２百万円（前年同期比56.8％減）となりました。  
  
（生産及びOEM事業） 

 「生産及びOEM事業」につきましては、株式会社ルックモードにおいて、当社向けアパレル製品の生産高が予定

を下回ったことや、海外生産工賃の上昇などにより製造費用が増加したことなどにより、当第３四半期連結累計期

間の売上高は32億６千５百万円（前年同期比5.3％減）、営業損失は８千８百万円（前年同期は５千７百万円の営

業損失）となりました。 
  
（物流事業） 

 「物流事業」につきましては、株式会社エル・ロジスティクスにおいて、当社グループの取扱商品が増加し、さ

らには、製品・商品の検査業務が加わったことなどにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は10億３千５百万

円（前年同期比38.4％増）、営業利益は９千４百万円（前年同期比89.1％増）となりました。 

   

１．当四半期決算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 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、店舗の増加や商品仕入の早期化などにより商品及び製品が増加したほ

か、保有する上場株式の市場価格の上昇により投資有価証券が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ

26億５千２百万円増加し、272億３千１百万円となりました。  

 負債は、販売の拡大による仕入の増加などにより支払手形及び買掛金が増加したことなどにより、前連結会計年

度末に比べ10億１千８百万円増加し、101億５千２百万円となりました。 

 純資産は、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加や、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の

増加などにより、前連結会計年度末に比べ16億３千４百万円増加し、170億７千８百万円となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は、 ％となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年12月期の通期の業績予想につきましては、平成25年８月７日に公表いたしました業績予想から変更はあ

りません。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであ

り、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。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

 当社及び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。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に 

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方法に変更しております。 

 なお、これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります 

   

61.8

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,071 2,211

受取手形及び売掛金 4,886 4,547

商品及び製品 6,402 9,262

仕掛品 478 547

原材料及び貯蔵品 253 329

繰延税金資産 614 657

その他 469 814

貸倒引当金 △37 △29

流動資産合計 17,138 18,340

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,230 1,402

土地 1,551 1,594

その他（純額） 737 1,015

有形固定資産合計 3,519 4,012

無形固定資産 91 159

投資その他の資産   

投資有価証券 2,181 3,064

敷金 1,514 1,512

その他 169 175

貸倒引当金 △35 △34

投資その他の資産合計 3,829 4,718

固定資産合計 7,440 8,890

資産合計 24,579 27,231

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,926 4,658

短期借入金 1,000 150

未払金 116 198

未払費用 1,348 1,315

未払法人税等 143 111

未払消費税等 75 32

返品調整引当金 55 41

賞与引当金 104 280

資産除去債務 39 75

その他 311 191

流動負債合計 7,120 7,055

固定負債   

長期借入金 － 850

繰延税金負債 265 575

退職給付引当金 1,447 1,308

役員退職慰労引当金 11 36

資産除去債務 172 156

その他 116 170

固定負債合計 2,014 3,097

負債合計 9,134 10,152
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,340 6,340

資本剰余金 1,631 1,631

利益剰余金 7,580 8,064

自己株式 △3 △5

株主資本合計 15,549 16,032

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 639 1,284

繰延ヘッジ損益 24 48

為替換算調整勘定 △1,124 △523

その他の包括利益累計額合計 △460 809

少数株主持分 354 236

純資産合計 15,444 17,078

負債純資産合計 24,579 27,231
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 26,505 29,634

売上原価 13,584 16,040

売上総利益 12,920 13,594

販売費及び一般管理費 11,831 13,072

営業利益 1,088 521

営業外収益   

受取利息 25 25

受取配当金 23 25

為替差益 － 19

退職給付引当金戻入額 － 101

その他 101 145

営業外収益合計 150 317

営業外費用   

支払利息 12 10

為替差損 36 －

固定資産除却損 8 29

その他 7 6

営業外費用合計 64 46

経常利益 1,174 792

特別利益   

投資有価証券売却益 － 37

ゴルフ会員権売却益 4 －

補助金収入 20 －

その他 1 2

特別利益合計 26 39

特別損失   

減損損失 3 29

ブランド撤退損失 － 40

固定資産圧縮損 20 －

特別損失合計 23 70

税金等調整前四半期純利益 1,177 761

法人税等 31 101

少数株主損益調整前四半期純利益 1,146 660

少数株主利益 8 22

四半期純利益 1,137 637
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,146 660

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37 651

繰延ヘッジ損益 23 24

為替換算調整勘定 116 634

その他の包括利益合計 102 1,309

四半期包括利益 1,248 1,970

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,236 1,907

少数株主に係る四半期包括利益 12 62
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 該当事項はありません。 

 該当事項はありません。 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日） 

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 

（注）１．調整額はセグメント間の取引消去であります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

    [関連情報] 

    地域ごとの情報 

     売上高 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年９月30日） 

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 

（注）１．調整額はセグメント間の取引消去であります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：百万円）

  

アパレル関連事業  
生産及び
OEM事業

物流 

事業 
合計 

調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２  
日本 韓国 

その他 
海外 

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  21,594  4,011  284  25,890  597  16  26,505  －  26,505

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 29 59 － 89 2,850 731  3,671  △3,671 －

計  21,624  4,071  284  25,980  3,448  748  30,176  △3,671  26,505

セグメント利益 

又は損失（△）  
 1,001  13  △14  1,000  △57  49  993  95  1,088

  （単位：百万円）

日本 韓国 香港 中国 合計 

22,209  4,011 104 180 26,505

  （単位：百万円）

  

アパレル関連事業  
生産及び
OEM事業

物流 

事業 
合計 

調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書

計上額

（注）２  
日本 韓国 

その他 
海外 

計 

売上高                   

外部顧客への売上高  22,960  5,712  404  29,076  543  14  29,634  －  29,634

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 41 45 － 87  2,722 1,021  3,830  △3,830 －

計  23,001  5,758  404  29,164  3,265  1,035  33,465  △3,830  29,634

セグメント利益 

又は損失（△）  
 330  97  3  432  △88  94  437  83  521
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    [関連情報] 

    地域ごとの情報 

     売上高 

   

   

  （単位：百万円）

日本 韓国 香港 中国 合計 

23,518  5,712 133 270 29,634
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