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

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
23年12月期第3四半期 24,595 10.8 393 ― 439 ― 233 ―

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 1,248百万円 （―％） 23年12月期第3四半期 △205百万円 （―％）

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3四半期 33.24 ―
23年12月期第3四半期 6.83 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 22,177 12,054 53.0
23年12月期 19,518 10,897 54.3
（参考） 自己資本  24年12月期第3四半期  11,753百万円 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 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） 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、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 36,500 7.6 1,400 29.8 1,550 34.4 1,400 71.0 40.06



(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P.3「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 

(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】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。 
 なお、当社は平成24年10月22日を払込期日とする公募により普通株式2,780,000株を発行し、720,000株の自己株式を処分しております。また、平成24年11月21
日を払込期日とする、オーバーアロットメントによる売出に関連して行うSMBC日興証券株式会社を割当先とする第三者割当増資により、525,000株を上限とした
普通株式の発行を予定しております。平成24年12月期の通期業績予想に記載の１株当たり当期純利益は、上記公募による普通株式2,780,000株の増加に加え、
上記第三者割当増資により普通株式525,000株が発行される前提で算出しております。 

※  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   ：  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3Q 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3Q 725,710 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3Q 34,211,790 株 23年12月期3Q 34,219,358 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、復興需要等により緩やかな景気回復の兆しが見られたものの、

欧州債務問題や海外景気の減速の影響などに加え、長期化する円高等、先行きは依然として不透明な状況のまま推移

しております。 

 当アパレル業界におきましては、低迷が続く雇用・所得環境により、消費者の節約意識は依然高く、９月の残暑の

影響も相まって、秋物衣料商戦は総じて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、期初に策定いたしました中期経営計画の経営方針に基づき、ブランド戦略

としては、第２四半期より開始した米国のレディスシューズを中心としたライフスタイルブランド「ヴィンス・カム

ート」に続いて、当第３四半期よりイタリアの高級ランジェリーブランド「ラ ペルラ」、米国のレディスバッグブ

ランド「デュ ラックス」、ニューヨークを拠点とするライフスタイルブランド「アリス アンド オリビア」の販売

を開始いたしました。また、販路戦略において、主販路である百貨店に加え、ファッションビル・駅ビル・路面店な

どの直営店販路にも積極的に出店を推し進めてまいりました。 

 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265億５百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益

は10億８千８百万円（前年同期比176.9％増）、経常利益は11億７千４百万円（前年同期比167.5％増）、四半期純利

益は11億３千７百万円（前年同期比386.5％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、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

店舗を展開する生活雑貨ブランドの「マリメッコ」、「イル ビゾンテ」などの売上が好調に推移したことなどに

より、売上利益は前年同期を大きく上回りました。連結子会社においては、フランス「A.P.C.」ブランドを展開す

るA.P.C.Japan株式会社が、引き続きメンズを中心に売上高が伸長いたしました。これらの結果、当第３四半期連

結累計期間の売上高は216億２千４百万円（前年同期比8.3％増）、営業利益は10億１百万円（前年同期比193.1％

増）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オリジナルブランド「レニボン」が堅調に推移したこと

に加え、フランスのライセンスブランド「マージュ」の売上が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40億７千１百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益は１千３百万円（前年同期は

２千８百万円の営業損失）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、売上高は減少しましたが、

販売費及び一般管理費を削減した結果、営業利益を確保いたしました。また、洛格（上海）商貿有限公司では、百

貨店を中心に新規出店を推し進めるとともに、主要店舗での売上が増加したことなどにより、売上高が前年同期を

上回りました。これらにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は２億８千４百万円（前年同期比12.6％増）、

営業損失は１千４百万円（前年同期は３千６百万円の営業損失）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259億８千万円（前年同期比8.1％

増）、営業利益は10億円（前年同期比261.1％増）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、生産量が予定を下回ったため、当第３

四半期連結累計期間の売上高は34億４千８百万円（前年同期比5.7％増）、営業損失は５千７百万円（前年同期は

２千６百万円の営業損失）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、販売費及び一般管理費の増加などによ

り、当第３四半期連結累計期間の売上高は７億４千８百万円（前年同期比0.9％増）、営業利益は４千９百万円

（前年同期比27.8％減）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、販売の拡大に伴う商品及び製品の増加や、現金及び預金の増加などに

より、前連結会計年度末に比べ26億５千９百万円増加し、221億７千７百万円となりました。 

 負債は、仕入の増加による支払手形及び買掛金の増加や、短期借入金の増加などにより、前連結会計年度末に比

べ15億２百万円増加し、101億２千２百万円となりました。 

 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などにより、前連結会計年度末に比べ11億

５千６百万円増加し、120億５千４百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、53.0%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月期の通期業績予想につきましては、平成24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。 

（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 

 該当事項はありません。 

  

（４）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） 

 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（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23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,736 2,103

受取手形及び売掛金 4,341 4,405

商品及び製品 5,370 7,055

仕掛品 378 458

原材料及び貯蔵品 202 259

繰延税金資産 192 232

その他 444 453

貸倒引当金 △43 △33

流動資産合計 12,623 14,934

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,237 1,329

土地 1,445 1,497

その他（純額） 666 779

有形固定資産合計 3,349 3,605

無形固定資産   

のれん 43 33

その他 57 80

無形固定資産合計 100 113

投資その他の資産   

投資有価証券 1,957 1,924

敷金 1,352 1,467

その他 166 165

貸倒引当金 △31 △34

投資その他の資産合計 3,444 3,523

固定資産合計 6,894 7,242

資産合計 19,518 22,177
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,309 4,493

短期借入金 1,000 1,300

未払金 72 131

未払費用 1,200 1,282

未払法人税等 110 55

未払消費税等 107 58

返品調整引当金 67 51

賞与引当金 102 274

資産除去債務 20 37

その他 424 252

流動負債合計 6,416 7,936

固定負債   

繰延税金負債 200 197

退職給付引当金 1,719 1,689

役員退職慰労引当金 11 20

資産除去債務 158 170

その他 114 107

固定負債合計 2,203 2,186

負債合計 8,620 10,122

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 6,546

自己株式 △285 △289

株主資本合計 12,038 13,086

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 519 483

繰延ヘッジ損益 △79 △55

為替換算調整勘定 △1,871 △1,759

その他の包括利益累計額合計 △1,431 △1,332

少数株主持分 290 300

純資産合計 10,897 12,054

負債純資産合計 19,518 22,177
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 24,595 26,505

売上原価 13,001 13,584

売上総利益 11,593 12,920

販売費及び一般管理費 11,200 11,831

営業利益 393 1,088

営業外収益   

受取利息 25 25

受取配当金 22 23

その他 73 101

営業外収益合計 121 150

営業外費用   

支払利息 11 12

為替差損 30 36

その他 33 15

営業外費用合計 75 64

経常利益 439 1,174

特別利益   

ゴルフ会員権売却益 － 4

補助金収入 － 20

貸倒引当金戻入額 10 －

その他 0 1

特別利益合計 10 26

特別損失   

減損損失 3 3

固定資産圧縮損 － 20

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 8 －

災害見舞金等 21 －

特別損失合計 159 23

税金等調整前四半期純利益 290 1,177

法人税等 47 31

少数株主損益調整前四半期純利益 242 1,146

少数株主利益 9 8

四半期純利益 233 1,137
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 242 1,146

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △105 △37

繰延ヘッジ損益 △17 23

為替換算調整勘定 △325 116

その他の包括利益合計 △448 102

四半期包括利益 △205 1,248

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △198 1,236

少数株主に係る四半期包括利益 △7 12
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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23年１月１日 至 平成23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．生産及びOEM事業は、第１四半期連結会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。 

（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
（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  19,921  3,776  252  23,949  632  12  24,595  －  24,595

セグメント間の内部
売上高又は振替高 

 42 37 － 79 2,629 729  3,438  △3,438 －

計  19,963  3,813  252  24,029  3,262  742  28,033  △3,438  24,595

セグメント利益 

又は損失（△）  
 341  △28  △36  277  △26  68  319  73  393

  （単位：百万円）

日本 韓国 香港 中国 合計 

20,566  3,776 113 138 24,595

  （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
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    [関連情報] 

    地域ごとの情報 

     売上高 

  

  当社は平成24年10月４日開催の取締役会において、公募による新株式発行及び自己株式の処分並びにオーバーアロ

ットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式発行を下記のとおり決議いたしました。なお、

公募による新株式発行及び自己株式の処分については平成24年10月22日に払込を受けております。 

 １．公募による新株式発行（一般募集）  

  

 ２．公募による自己株式の処分（一般募集）  

  

 ３．第三者割当による新株式発行（オーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当） 

  （単位：百万円）

日本 韓国 香港 中国 合計 

22,209  4,011 104 180  26,505

（６）重要な後発事象

(1)発行した株式の種類及び数 普通株式 2,780,000株 

(2)発行価格 １株につき373円  

(3)発行価額 １株につき355.49円  

(4)資本組入額 １株につき172.106円  

(5)発行価額の総額 988,262,200円  

(6)資本組入額の総額 478,454,374円  

(7)払込期日 平成24年10月22日  

(8)資金使途 当社の設備投資資金、当社子会社への投融資資金、 

当社の運転資金及び情報システムの再構築資金 

(1)処分した株式の種類及び数 普通株式 720,000株 

(2)処分価額 １株につき355.49円  

(3)処分価額の総額 255,952,800円  

(4)払込期日 平成24年10月22日  

(5)資金使途 当社の設備投資資金、当社子会社への投融資資金、 

当社の運転資金及び情報システムの再構築資金 

(1)発行する株式の種類及び数 普通株式 525,000株 

(2)払込金額 １株につき355.49円 

(3)資本組入額 １株につき177.745円 

(4)払込金額の総額 （上限）186,632,250円 

(5)資本組入額の総額 （上限） 93,316,125円 

(6)割当先及び割当株式数 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 525,000株 

(7)申込期日 平成24年11月20日 

(8)払込期日 平成24年11月21日 

(9)資金使途 当社の設備投資資金、当社子会社への投融資資金、 

当社の運転資金及び情報システムの再構築資金 
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