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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31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 ％

24年12月期第1四半期 9,419 13.1 695 117.4 754 114.0 712 391.9
23年12月期第1四半期 8,330 8.9 320 9.9 352 15.6 144 △43.0

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 1,268百万円 （223.1％） 23年12月期第1四半期 392百万円 （―％）

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

24年12月期第1四半期 20.83 ―
23年12月期第1四半期 4.23 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 21,903 12,078 53.7
23年12月期 19,518 10,897 54.3
（参考） 自己資本  24年12月期第1四半期  11,765百万円 23年12月期  10,607百万円

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  
 

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

23年12月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 17,500 6.8 400 14.0 350 △14.0 300 60.4 8.77
通期 36,000 6.1 1,000 △7.3 1,100 △4.6 1,000 22.2 29.23



(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  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、添付資料 P.3「１．当四半期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。 

4.  その他

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   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期1Q 34,932,067 株 23年12月期 34,932,067 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 717,750 株 23年12月期 716,457 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 34,215,200 株 23年12月期1Q 34,221,146 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要による内需の下支えや過剰な円高の修

正、株価の上昇などにより徐々に回復しつつあるものの、原油価格の高騰や今後の電力供給の制約などの不安材料も

あり、依然として力強さに欠けた状況で推移しました。 

   当アパレル業界におきましては、昨年の東日本大震災の影響の反動から市場成長はプラスになるなど、緩やかなが

ら改善の動きがみられますが、長引くデフレの影響や雇用情勢の悪化懸念等が依然として残っており、先行きに対し

ては不透明な状況が続くと思われます。 

   このような状況の中、当社グループは、平成24年度を初年度とする「中期経営計画」をスタートし、持続的成長の

実現に向けた事業領域の拡大と多様化に取り組んでまいりました。 

   この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は94億１千９百万円（前年同期比13.1％増）、営業

利益は６億９千５百万円（前年同期比117.4％増）、経常利益は７億５千４百万円（前年同期比114.0％増）、四半期

純利益は７億１千２百万円（前年同期比391.9％増）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、ルック単体では、これまでの事業構造改革の効果と震災復興に伴う市場の回復などに

より、当第１四半期の売上高は前年実績を上回る状況で推移いたしました。特に好調を維持している戦略ブランド

の「トリーバーチ」や直営店を主販路とする「マリメッコ」、「イルビゾンテ」などの生活雑貨ブランドの売上高

が前年実績を大きく上回り、売上利益が増加いたしました。これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は

76億１千８百万円、営業利益は５億５千５百万円となりました。 

 「韓国」につきましては、株式会社アイディールックの百貨店向け主力ブランド群の販売が堅調に推移した結

果、当第１四半期連結累計期間の売上高は15億１千３百万円、営業利益は６千万円となりました。 

 「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、中国本土からの購買客の減

少などにより減収となりました。また、洛格（上海）商貿有限公司では、売上高は前年並となりました。これらに

より、当第１四半期連結累計期間の売上高は９千５百万円、営業損失は４百万円となりました。 

 これらの結果、アパレル関連事業計の当第１四半期連結累計期間の売上高は92億２千６百万円、営業利益は６億

１千２百万円となりました。 

  

（生産及びOEM事業） 

 「生産及びOEM事業」につきましては、平成23年２月１日より事業を開始した株式会社ルックモードにおいて、

売上高及び売上利益ともに前年実績を上回り、当第１四半期連結累計期間の売上高は12億６千４百万円、営業利益

は１百万円となりました。 

  

（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、当社グループの売上高の増加に伴う取

扱高の増加により、当第１四半期連結累計期間の売上高は２億６千７百万円、営業利益は３千９百万円となりまし

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 

（資産、負債及び純資産の状況） 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産につきましては、販売の拡大に伴う商品及び製品の増加や、受取手形及び

売掛金の増加などにより、前連結会計年度末に比べ23億８千５百万円増加し、219億３百万円となりました。 

 負債につきましては、仕入の増加による支払手形及び買掛金の増加や、事業拡大に伴う短期借入金の増加などに

より、前連結会計年度末に比べ12億４百万円増加し、98億２千５百万円となりました。 

 純資産につきましては、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加や、為替レートの変動による為替換算調整

勘定の増加及び株価の変動による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11億８千

万円増加し、120億７千８百万円となりました。 

 これらの結果、自己資本比率は、53.7％となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年12月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成24年２月10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 

 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１四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 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報）    

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しております。   

２．サマリー情報（その他）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23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,736 2,415

受取手形及び売掛金 4,341 4,772

商品及び製品 5,370 6,132

仕掛品 378 317

原材料及び貯蔵品 202 209

繰延税金資産 192 225

その他 444 424

貸倒引当金 △43 △47

流動資産合計 12,623 14,450

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,237 1,338

土地 1,445 1,461

その他（純額） 666 800

有形固定資産合計 3,349 3,600

無形固定資産   

のれん 43 39

その他 57 54

無形固定資産合計 100 94

投資その他の資産   

投資有価証券 1,957 2,277

敷金 1,352 1,339

その他 166 173

貸倒引当金 △31 △32

投資その他の資産合計 3,444 3,757

固定資産合計 6,894 7,452

資産合計 19,518 21,903
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,309 3,807

短期借入金 1,000 1,300

未払金 72 76

未払費用 1,200 1,275

未払法人税等 110 76

未払消費税等 107 197

返品調整引当金 67 52

賞与引当金 102 277

資産除去債務 20 28

その他 424 391

流動負債合計 6,416 7,482

固定負債   

繰延税金負債 200 315

退職給付引当金 1,719 1,711

役員退職慰労引当金 11 15

資産除去債務 158 172

その他 114 128

固定負債合計 2,203 2,342

負債合計 8,620 9,825

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,769 5,769

資本剰余金 1,059 1,059

利益剰余金 5,495 6,122

自己株式 △285 △285

株主資本合計 12,038 12,665

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 519 713

繰延ヘッジ損益 △79 4

為替換算調整勘定 △1,871 △1,617

その他の包括利益累計額合計 △1,431 △899

少数株主持分 290 312

純資産合計 10,897 12,078

負債純資産合計 19,518 21,903
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 8,330 9,419

売上原価 4,362 4,845

売上総利益 3,967 4,574

販売費及び一般管理費 3,647 3,878

営業利益 320 695

営業外収益   

受取利息 7 7

クーポンスワップ評価益 10 18

その他 32 47

営業外収益合計 51 73

営業外費用   

支払利息 3 4

為替差損 3 6

その他 11 4

営業外費用合計 18 14

経常利益 352 754

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 － 4

貸倒引当金戻入額 7 －

特別利益合計 7 4

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 125 －

災害による損失 16 －

災害見舞金等 22 －

特別損失合計 164 －

税金等調整前四半期純利益 195 759

法人税等 44 41

少数株主損益調整前四半期純利益 151 718

少数株主利益 6 5

四半期純利益 144 712
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 151 718

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △21 195

繰延ヘッジ損益 29 83

為替換算調整勘定 232 271

その他の包括利益合計 241 550

四半期包括利益 392 1,268

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 371 1,244

少数株主に係る四半期包括利益 21 24
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 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年１月１日 至平成23年３月31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．生産及びOEM事業は、当第１四半期連結累計期間に設立された株式会社ルックモードにより、平成23年２

月１日より当社から移管した生産及びOEM事業を含めて、新たな事業として開始いたしました。 

  

    [関連情報] 

    地域ごとの情報 

     売上高 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年１月１日 至平成24年３月31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）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
（注）３

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  6,672  1,371  100  8,144  181  4  8,330  －  8,330

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 7 8 － 15 570 238  824  △824 －

計  6,679  1,379  100  8,159  752  243  9,154  △824  8,330

セグメント利益 

又は損失（△）  
 239  45  1  286  △11  22  297  22  320

  （単位：百万円）

日本 韓国 香港 中国 合計 

6,857  1,371 44 56 8,330

  （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  7,610  1,497  95  9,202  211  5  9,419  －  9,419

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 7 16 － 23 1,053 261  1,338  △1,338 －

計  7,618  1,513  95  9,226  1,264  267  10,758  △1,338  9,419

セグメント利益 

又は損失（△）  
 555  60  △4  612  1  39  653  42  695
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    [関連情報] 

    地域ごとの情報 

     売上高 

  

  

  該当事項はありません。   

   

   

  （単位：百万円）

日本 韓国 香港 中国 合計 

7,826  1,497 38 56  9,419

（５）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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