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(百万円未満切捨て)
1. 平成21年3月期第１四半期の連結業績（平成20年 4月 1日～平成20年 6月30日）

　(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3月期第1四半期 4,130 － △ 111 － △ 117 － △ 109 －

20年3月期第1四半期 4,400 △ 9.2 △ 70 － △ 49 － △ 43 －

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3月期第1四半期 △ 3. 38 －

20年3月期第1四半期 △ 1. 34 △ 1. 33

　(2) 連結財政状態

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3月期第1四半期 11,280 5,178 45.4 158. 18

20年3月期 11,872 4,996 41.5 152. 27
(参考) 自己資本 21年3月期第1四半期 5,122百万円 20年3月期 4,930百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 － － － － －

21年3月期 － － － － －

21年3月期(予想) － － － 2. 00 2. 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

3. 平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

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２四半期連結累計期間 8,700 － 120 － 130 － 120 － 3. 71

通期 18,400 △4.8 300 140.0 320 305.0 300 － 9. 26
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無
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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

　 [新規 －社 (社名 )  除外 －社 (社名 )]

(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 ： 無

(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）

　① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

　② ①以外の変更 ： 無

　 [(注) 詳細は、【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）
　① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

21年3月期第1四半期 33,256,775株 20年3月期 33,256,775株

　② 期末自己株式数

21年3月期第1四半期 874,767株 20年3月期 873,515株

　③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間）

21年3月期第1四半期 32,382,626株 20年3月期第1四半期 32,296,024株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　1.平成20年5月16日発表の連結業績予想の修正は行っておりません。
2.本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、今後の事業環境の変化により上記予想数値と異なることがあります。なお
上記予想に関する事項は【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覧ください。
3.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)を適用しています。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います。
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㈱ルシアン(8027)平成21年３月期 第１四半期決算短信

【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
当社グループの当第１四半期連結会計期間の売上高につきましては 41億30百万円となりました。これは期

初計画で想定した国内外の消費の低迷や不採算直営店舗の撤退等によるもので、重点事業であるインナー事
業では17億９百万円、ホビー事業においては４億47百万円となりました。基盤事業であるマテリアル事業で
は８億４百万円となりました。 
　また利益面につきましては、食品、ガソリンなどの価格上昇の影響で衣料品の消費の低迷が継続するなか、
コモディティ衣料品市場では販売価格を引き上げることができませんでした。その一方で原油価格の急騰や
中国での労働コストの上昇などを受け、製品原価が大幅に上昇した結果、利益率が大幅に悪化し、営業損益
は１億11百万円の損失、経常損益は１億17百万円の損失、四半期純損益は１億９百万円の損失となりました。

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。 
＜インナー事業＞ 
　インナー部門は、年初来の個人消費の冷え込みで市況が低迷するなか、ジュニア向けブランド「ＴＯＲＯ
ＰＰＯ（トロッポ）」で展開する「部活ブラ」は２００８年春夏シーズンの目標８万枚を４月に突破するなど
順調に売上を伸ばすことができ、販売数量については前年並みを確保することができましたが、売上高とし
ては前年を下回りました。 
　また営業損益につきましては、経費削減に取り組んだ結果、期初計画を上回る削減ができましたが、売上
高の減少による売上総利益の減少を補うには至りませんでした。 
　その結果、当事業の売上高は17億９百万円、営業損益は69百万円の損失となりました。
＜アウター事業＞ 
　アウター市場は、消費者心理が冷え込み厳しい状況が続きました。また天候不順や物価高騰などの影響で
夏物衣料が不振となり、売上が大きく減少いたしました。ヤング部門は消費者動向の変化が速く、昨年まで
貢献したデニム商材で苦戦いたしました。 
　また営業損益につきましては、ミセス部門は昨年の組織再編の効果によりきめ細かな対応が可能となり、
在庫の適正化を進めた結果、利益率を高めることができました。また期初計画を上回る経費削減を行いまし
たが、売上減少に伴う売上総利益の減少を補うには至りませんでした。
　その結果、当事業の売上高は９億48百万円、営業損益は15百万円の損失となりました。
＜マテリアル事業＞ 
　レース部門は、国内外のインナー市場において売上、利益の拡大に向けた企画提案の強化等に努めた結果、
刺繍レースが順調に推移し売上を大きく伸ばすことができました。 
　服地部門は、タウン系市場の新規開拓がようやく実を結び売上に貢献し始めましたが、フォーマル市場に
おけるレース素材および合繊素材での売上減少が大きく、これを補うまでにはいたりませんでした。 
　また営業利益につきましては、特にレース部門での売上の拡大および利益率の改善が奏功しました。 
　その結果、当事業の売上高は８億４百万円、営業利益は15百万円となりました。 
＜ホビー事業＞ 
　手芸部門は、昨年取り組みが減少していた地方手芸店への売上が増加し、商品的には「コスモ」ブランド
で展開する刺繍関連商品の売上が順調に推移いたしました。また引き続き海外市場へのパッチワークキルト
生地を主体とした販売も順調に推移しておりますが、輸入パッチワークキルト生地およびレース素材の売れ
行きが不振となりました。 
　また営業損益につきましては、重点事業として販売及び企画担当の人員を増員しましたが、コスト増加を
吸収できるだけの売上拡大ができませんでした。 
　その結果、当事業の売上高は４億47百万円、営業損益は９百万円の損失となりました。 
＜その他の事業＞ 
　アクセサリー部門は、ナチュラル・テイスト商品の提案により売上を伸ばすことができましたが、高価格
帯商品においては消費マインドの冷え込みの影響を強く受けました。また不採算店舗の統合・撤退を進めた
結果、売上が減少いたしました。 
　インナー直営店舗部門は不採算店舗の撤退により売上が減少いたしました。 
　ウェブマーケティング部門のオンラインショップの売上は、大幅な増加とはなりませんでしたが、前期を
上回りました。 
　また営業損益につきましては、店舗統廃合により一時的な経費が増加いたしました。 
　その結果、当事業の売上高は２億20百万円、営業損益は32百万円の損失となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて５億91百万円減少し、112億80百万円

となりました。その主なものとしましては、受取手形及び売掛金の減少７億29百万円、有形固定資産の減少
96百万円等があげられます。 
負債については、支払手形及び買掛金が５億16百万円減少したこと等により、負債合計としては７億74百万
円減少して61億２百万円となりました。 
　純資産については、四半期純損失１億９百万円を計上したため、株主資本合計が１億９百万円減少して49
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㈱ルシアン(8027)平成21年３月期 第１四半期決算短信

億11百万円となりました。また、期末の為替相場の変動で繰延ヘッジ損益が３億34百万円増加し、純資産合
計では１億82百万円増加して51億78百万円となりました。

(キャッシュ・フローについて) 
　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、６億55百万円となりました。 
(営業活動によるキャッシュ・フロー) 
　営業活動によるキャッシュ・フローは、２億２百万円の増加となりました。 
　これは主に売上債権の減少額７億29百万円が、仕入債務の減少額５億16百万円を上回ったことによるもの
です。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
　投資活動によるキャッシュ・フローは、１百万円の減少となりました。 
　これは主に固定資産の取得による支出４百万円によるものです。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
　財務活動によるキャッシュ・フローは、10百万円の増加となりました。 
　これは主に短期借入金の増加額92百万円が、長期借入金の返済による支出82百万円を上回ったことによる
ものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
今後も引き続き国内景気は停滞基調が続くものと見込まれておりますが、事業の効率化を図るとともに収

益力の拡大に向けて新規顧客の獲得に全力を注ぎ、海外向け販路の拡大を図っており、また為替相場が徐々
に安定しつつあることもあり、現段階では平成20年５月16日に公表しました業績予想の変更はありません。
　今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。
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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)

該当事項はありません。

(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
該当事項はありません。

(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
１. 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。

２. 通常の販売目的で保有するたな卸資産のうち、商品及び製品については従来、主として先入先出法に

よる低価法、仕掛品及び原材料については従来、先入先出法による原価法、貯蔵品については従来、最

終仕入原価法によっておりましたが、当第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）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、これによる損益へ与える影響はありません。 

３. 当第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、これによる損益へ与える影響はありません。

４. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用する

ことができることになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、

通常の売買取引に係る会計処理によっています。また所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリ

ース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用

しております。 

　また、平成20年３月31日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっています。 

　なお、これによる損益へ与える影響はありません。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 655,281 454,751

受取手形及び売掛金 3,467,153 4,197,041

商品及び製品 1,642,406 1,557,515

仕掛品 162,170 153,273

原材料及び貯蔵品 138,727 235,088

繰延税金資産 60,600 60,600

その他 147,796 120,357

貸倒引当金 △13,885 △21,485

流動資産合計 6,260,249 6,757,142

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,351,585 1,404,573

土地 1,025,612 1,025,612

その他（純額） 436,898 480,177

有形固定資産合計 2,814,095 2,910,362

無形固定資産 221,461 237,220

投資その他の資産

投資有価証券 1,436,251 1,407,441

その他 556,155 568,317

貸倒引当金 △7,602 △7,902

投資その他の資産合計 1,984,804 1,967,856

固定資産合計 5,020,361 5,115,440

資産合計 11,280,611 11,872,582

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,118,024 2,634,257

短期借入金 2,495,925 2,338,438

未払法人税等 8,333 25,116

引当金 50,300 89,100

その他 465,522 667,345

流動負債合計 5,138,105 5,754,256

固定負債

長期借入金 527,149 673,824

繰延税金負債 151,910 141,059

退職給付引当金 83,512 78,651

役員退職慰労引当金 77,400 76,100

負ののれん 22,445 26,934

その他 101,732 125,464

固定負債合計 964,149 1,122,034

負債合計 6,102,255 6,876,291

純資産の部

株主資本

資本金 4,106,800 4,106,800

資本剰余金 721,228 721,228

利益剰余金 203,621 312,925

自己株式 △119,664 △119,543

株主資本合計 4,911,984 5,021,411

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 224,105 208,098

― 6 ―

決算短信 2008年08月06日 22時31分 08999xe01_in 1ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ルシアン(8027)平成21年３月期 第１四半期決算短信

繰延ヘッジ損益 △18,894 △353,495

為替換算調整勘定 4,952 54,835

評価・換算差額等合計 210,162 △90,562

少数株主持分 56,208 65,442

純資産合計 5,178,355 4,996,291

負債純資産合計 11,280,611 11,872,582

― 7 ―

決算短信 2008年08月06日 22時31分 08999xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ルシアン(8027)平成21年３月期 第１四半期決算短信

(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 4,130,464

売上原価 2,915,101

売上総利益 1,215,362

販売費及び一般管理費 1,327,145

営業損失（△） △111,783

営業外収益

受取利息 974

受取配当金 20,292

負ののれん償却額 4,489

受取賃貸料 9,238

その他 4,074

営業外収益合計 39,069

営業外費用

支払利息 18,197

為替差損 20,573

その他 5,785

営業外費用合計 44,555

経常損失（△） △117,268

特別利益

貸倒引当金戻入額 7,900

特別利益合計 7,900

税金等調整前四半期純損失（△） △109,368

法人税、住民税及び事業税 3,729

少数株主損失（△） △3,793

四半期純損失（△） △109,304
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６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（△） △109,368

減価償却費 67,466

負ののれん償却額 △4,489

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,860

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,300

受取利息及び受取配当金 △21,267

支払利息 18,197

為替差損益（△は益） 10,719

売上債権の増減額（△は増加） 729,887

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,573

その他の流動資産の増減額（△は増加） 102,357

仕入債務の増減額（△は減少） △516,232

その他の負債の増減額（△は減少） △68,126

小計 209,976

利息及び配当金の受取額 21,267

利息の支払額 △14,938

法人税等の支払額 △14,140

営業活動によるキャッシュ・フロー 202,164

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出 △4,057

投資有価証券の取得による支出 △1,952

その他 4,403

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,606

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 92,958

長期借入金の返済による支出 △82,146

自己株式の取得による支出 △121

財務活動によるキャッシュ・フロー 10,690

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,719

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 200,529

現金及び現金同等物の期首残高 454,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 655,281
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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。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。
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(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。

― 11 ―

決算短信 2008年08月06日 21時16分 08999xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）



㈱ルシアン(8027)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考資料」

(要約) 前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 4,400,337

Ⅱ 売上原価 3,111,875

　 売上総利益 1,288,461

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,359,363

　 営業損失 70,901

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息・配当金 15,362

　２ その他 28,986

　 営業外収益計 44,349

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 20,247

　２ その他 2,958

　 営業外費用計 23,206

　 経常損失 49,758

Ⅵ 特別利益 10,900

Ⅶ 特別損失 1,100

税金等調整前四半期純損失 39,958

　 法人税、住民税及び事業税 3,233

　 少数株主損失 32

　 四半期純損失 43,159
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