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１．18年５月中間期の業績（平成17年12月１日～平成18年５月31日）
(1）経営成績 （百万円未満切捨表示）

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年５月中間期 14,851 (0.4) 1,634 (△21.3) 1,709 (△20.7)
17年５月中間期 14,799 (5.6) 2,077 (8.7) 2,155 (10.5)

17年11月期 29,803 (4.5) 3,772 (14.6) 3,952 (17.4)

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年５月中間期 988 (△34.7) 34 16 －  
17年５月中間期 1,513 (34.5) 52 29 －  

17年11月期 2,717 (44.6) 92 14 －  
（注）①持分法投資損益 18年５月中間期 －百万円 17年５月中間期 －百万円 17年11月期 －百万円

②期中平均株式数 18年５月中間期 28,943,199株 17年５月中間期 28,946,042株 17年11月期 28,945,379株

③会計処理の方法の変更 無

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2）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

18年５月中間期 17,844 12,054 67.6 416 52
17年５月中間期 19,751 12,092 61.2 417 78

17年11月期 20,799 13,291 63.9 457 48

（注）①期末発行済株式数 18年5月中間期
         

28,941,960 株
17年5月中間期 28,945,700株 17年11月期

        

28,943,682 株

②期末自己株式数 18年5月中間期    10,040  株 17年5月中間期 6,300株 17年11月期 8,318 株

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年５月中間期 △1,444 3,563 △2,175 605
17年５月中間期 322 1,692 △1,882 574

17年11月期 2,538 △431 △1,887 661

２．18年11月期の業績予想（平成17年12月１日～平成18年11月30日）  

売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通　期 28,291 2,954 1,711
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　  59 円 13 銭

上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、添付資料の「経営成績」を参照して下さい。

３．配当状況  

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

17年11月期 － － － 75 － 75

18年11月期（実績） － － 　　　　　－ 　　　　　－ －  

18年11月期（予想） 　　　　　－ 　　　　　－ － 80 － 80
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１．企業集団の状況
　当社は当社株式の83.59％を所有する親会社リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーを中心とするリーバイスグ

ループに属しております。

　当社は製品又は中間製品をリーバイ・ストラウス　アジア・パシフィック　ディビジョン　リミテッド及びリーバイ・

ストラウス・アンド・カンパニー　ヨーロッパ　エス・シー・エイからそれぞれ仕入れ、これらの製品を国内で販売し

ております。また当社は親会社に対してロイヤリティーを支払っております。リーバイ・ストラウス　インターナショ

ナル　グループ　ファイナンス　コーディネーション　サービシーズは当社の資金運用を行っております。

　事業の系統図は次の通りであります。

〔事業系統図〕
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　当中間会計期間中において、重要な関係会社の異動はありません。
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２．経営方針
会社の経営の基本方針

　ビジネスの中核となる「リーバイス」ブランドにおいては、フラッグシップ商品である501ジーンズを中心としたベー

シック商品をそのベースとして、伝統を重視しつつ、高品質かつ革新的なジーンズを主力としたカジュアルアパレル商

品を市場に提供し、リーバイスブランドの価値を一層高めるために努力します。また、そうした商品が国内の消費者に

とって真に魅力があり、デザイン、品質ともに高い満足を与えることを追求します。

　• ジーンズカジュアル市場において、リーバイスブランドは“プレミアムブランド”として、付加価値が高く革新的

な商品を提供していきます。これによって、同市場でのマーケットリーダーとしての位置を確保・維持していきま

す。

• ブランドの価値を最大限高めるための、適切なマーケティング活動を実践します。消費者のブランド好意度につい

ては，常にトップブランドとしてのポジションを確保し、その矜持を維持していきます。

• リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーのグローバルネットワークを、商品の企画、生産などに活用していき

ます。世界各地域の関係会社との技術交換、情報交換及び商品の共同開発を推進します。

• 生産・加工を委託するビジネスパートナーに対して、労働条件、環境保護などに関して厳格な契約条件を設定する

ことによって、グローバル企業としての行動基準を明確にし、それを遵守していきます。

• 良き“企業市民”であることを目指し、純粋な社会福祉活動を行っている団体等への助成金の寄付や社員によるボ

ランティア活動など、社会貢献活動に力を注いでいきます。

• 会社の重大な資産である「人材」については、目標及び責任を明確にした人事評価を基に、効果的な社内教育の実

施及び組織の構築を図ります。

 

会社の利益配分に関する基本方針

　常に業績向上を目指して、会社が将来必要とされる内部留保を正しく評価留保したのち、キャッシュ・フローの許容

できる最大限の利益を配当として株主に還元することを基本方針としております。内部留保につきましては、設備投資

等経営基盤の安定とその拡大に対応できるよう行います。

 投資単位の引下げに関する考え方

 　当社は、投資単位の引下げが個人投資家の株式市場への参加を促し、株式の流動性を高める有用な施策であると認識

しています。その一方で、株式不発行制度への移行も確実になっているため、今後の株式市場の動向等を慎重に見極

めた上で、投資単位の引き下げについても検討していきます。

目標とする経営指標

  　目標とする経営指標としては、売上高経常利益率とキャッシュ・フローを重視します。

　革新的かつ付加価値の高い商品の開発・販売及び効率的な原材料の調達、販売費一般管理費の厳格な管理を継続的

に推進し、１０％以上の売上高経常利益率を確保していきます。それに加え、ワーキングキャピタル、特に在庫、売

掛金の管理を徹底することにより　キャッシュ・フローの改善を図り、つねに１株あたり５０円以上の配当を実現す

ることによって投資家に報いたいと考えています。

中長期的な経営戦略

 中長期的な経営戦略としては、リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーが持つグローバルな情報力及び企画力を

利用し、常に革新的な商品を市場に送り出し、１０代後半から２０代前半の若者を中心とした消費者の支持を確保し

つつ、リーバイスブランドの価値を向上させていきます。そのため、商品開発力の更なる強化を実施し、ビジネスの

基盤であるメンズボトムスに加えて、レディースボトムス及びメンズ、レディーストップスの商品を強化することに

よって、リーバイスブランドでのトータルコーディネーションを可能としていきます。消費者がリーバイスブランド

商品を「購入したい」と思い、さらに同商品を着用することに「誇り」を持ってもらえるようになる事を目指します。

さらに、リーバイ・ストラウス社が掲げている最終的な目標である「私たちは世界に服を着せる」（世界中のあらゆ

る人々が着用する衣服を提供する）を達成するため、既存のジーンズ分野以外の新規カテゴリーにも積極的に挑戦し

ていきます。

  ベーシックな商品群を中心としたメンズの拡充、レディースでは「リーバイス・レディ・スタイル」の商品ライン

の再構築と強化に重点を置きます。また、「リーバイス・レッド」「リーバイス・フェノム」等に代表されるサブブ

ランドの開発にも引き続き注力し、新たな需要の掘り起こしとブランドエクイティの向上を図ります。

　「リーバイスストア」を含む小売店頭でのプレゼンテーションの改善にも、継続的に取り組んでいきます。まず、

ビジネスパートナーの協力を得ながら、「リーバイスストア」の新規展開を継続していきます。同時に、ジーンズカ
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ジュアルチェーンや百貨店等の既存販売チャネルの主要店舗においては、リーバイスブランドの店舗内店舗（ショッ

プ・イン・ショップ、リーバイスコーナー）の積極的な拡充を進めていきます。

　商品の生産についても、サプライチェーンの更なる改善を図り、新商品のより迅速な消費者への提供を目指します。

同時に、生産資材調達の合理化や生産効率の向上によって、より高い利益率を確保します。

　さらに、２００６年６月に導入した、ビジネスに必要な情報を統括・管理できる総合システム「ＳＡＰ」を最大限

に有効活用していきます。ＳＡＰの導入によって、正確かつ付加価値の高い情報の適切なタイミングでの入手が可能

となり、更なる業務効率の向上及び迅速な経営判断のために各情報が活用できるようになりました。

　会社の重要な資産である人材については、引き続き英語など業務に必要とされる能力についての教育、適材適所へ

の人員配置、商品企画や生産など業務の様々な側面で必要とされるクイックレスポンスに対応できる能力の習得をサ

ポートするとともに、社員が規則や法律を遵守し、業務に希望と情熱を持つことができる会社としていきます。

　こうした様々な施策を通して、売上高の継続的な増加を達成し、消費者、株主等すべてのステークホルダーに納得

して頂ける業績の達成に向けて最善をつくしていきます。とくに、キャッシュ・フローを重視し、最も重要な経営指

標である売上高経常利益率は１０％以上を維持・確保していく方針です。

対処すべき課題

 ビジネスの中核であるメンズボトムスの安定化、および今後、需要の開拓が期待できるレディースボトムス及びメン

ズ、レディーストップスの売上げを伸長させるために、サプライチェーンの更なる改善を含む新たなビジネスモデル

の構築が必須になります。また、ユース向け商品を含む新規カテゴリーの開拓、それにともなう商品の配荷戦略の見

直しが必要となるため、投資を含めて、今後の重要課題として対処していきます。  

親会社に関する事項

（１） 親会社等の商号等

名称　リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニー

属性　親会社

当会社の議決権所有比率　　83.６％

米国にて非上場会社

（２） 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他上場会社と

親会社との関係

① 親会社との取引関係や人的・資本的関係

 親会社は、当社議決権の83.６％所有しております。当社は親会社との間に商標権使用許諾についてのライセンス契

約を締結しております。当該ライセンス契約に基づき売上高と一定の料率をもとにロイヤリティを支払っております。

また親会社より、ソフトウエア開発等の役務の提供を受け、同役務に対する実費費用を支払っております。親会社か

ら特筆すべき製品の仕入はありません。

 人的関係については、親会社からの役員並びに出向者はありません。

　　

② 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約等当社が事業活動を行う上での承認事項など親会社から

の制約はありません。

③ 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策当社は、親会社グループとの協力関係並び

に情報交換を維持しながら事業展開する方針でありますが、事業計画の策定、商品戦略、資本政策並びに投資計画等

について独自の経営判断で行っております。また監査役は親会社からの独立性が維持されていることを確認するため

に、取締役会及び部長会等で経営決定及び承認に至る過程を監査しております。

④ 親会社等からの一定の独立性の確保の状況

　ライセンス契約に係るロイヤリティ料率並びに製品仕入価格についての考え方は、他の親会社グループと同様となっ

ておりますので、親会社から一定の独立性が確保されていると認識しております。

（３） 親会社等との取引に関する事項

親会社等との取引に関する事項につきましては、ロイヤリティーの支払ソフトウエア開発費等の支払があります。
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３．経営成績及び財政状態

1. 経営成績

　（１）経営成績およびマーケットの状況

　当社の当中間期の業績は、売上高は対前年同期比0.4％増の148億51百万円、経常利益は同20.7％減の17億9百万円、中

間純利益は同34.7％減の9億88百万円となりました。この結果　は、メンズボトムスとレディーストップスの売上の増加

が、レディースボトムスとメンズトップスの売上の減少を相殺するとともに、以下に説明するマーケットおよび売上げ

の状況を受けて、マーケットにおける過剰在庫の処理を積極的に進めた事を反映したものです。　また、中間純利益が

前年同期と比較して大幅に減少したのは、前年同期にはロイヤリティーの料率改定にともなう過年度の返還益が含まれ

ているためです。

 当中間期には、業務情報統合システム「SAP」の導入を進めました。この新しいシステムの導入により、今後より生産

性と効率性の向上が期待できます。

マーケット全般においては、日本経済の回復基調がより安定したものとなり、それにともなった所得の改善が、消費動

向にもポジティブな影響を与えるようになりました。現状のアパレルマーケットの動向には、以下のような傾向が含ま

れます。

 昨夏の“クールビズ”に続いて政府が主導したオフィスウェア改革“ウォームビズ”の展開

 雑誌を起点とした中高年男性のファッション志向の高まり

 インポートの高額商品を中心とした“プレミアムジーンズ”のブーム的な過熱感の終息

 レディースにおけるワンピース、スカート、ショ－ツおよびデニム以外の素材を使ったパンツの人気

 一部を除く大手ジーンズカジュアルチェーン、百貨店、量販店等での、当中間期における業績の対前年同期比での伸

び悩み

（２）当社におけるマーケティングおよび営業活動

　当中間期におけるマーケティング活動では、ビジネスの中核であるメンズ部門のさらなる強化を図りました。2005年

に続いて、リーバイスブランドを象徴する商品である「５０１」を中心とした「ＳＴＡＹ　ＴＲＵＥ」（スティ・トゥ

ルー）キャンペーンを展開しました。今回のキャンペーンでは、リーバイスブランドにも共通する強い信念を持ったアー

ティスト、中村獅童と伝説のミュージシャン、ジミ・ヘンドリックスをキャラクターに起用し、ＴＶ、雑誌といったメ

ディアや店頭等で幅広く訴求しました。この結果、キャンペーンによる販売促進の効果は当初の期待には及びませんで

したが、メンズボトムスの売上高は前年同期を4.2％上回りました。

また、レディースについては、デビュー３年目を迎えたサブブランド「リーバイス・レディ・スタイル」の商品ライン

の刷新と平行して、ファション雑誌を中心とした広告展開等によって需要の喚起を図りました。レディースボトムスで

は、「リーバイス・レディ・スタイル」に新たなカテゴリーを追加し、商品ラインアップを拡充しました。しかし、ス

カートやショーツ等の売り上げはマーケット動向と共に好調だったものの、ジーンズの売り上げは当初の期待を下回り、

売上高は前年同期比で微減の2.3％減となりました。

トップスは、相反する結果となりました。メンズではジャケット等単価の高い商品が不振だったことにより、売上高は

前年同期比7.2％減となりました。一方、レディースは、Ｔシャツ等が好調だったことにより、同5.6％増となりまし

た。

（３）利益

 粗利益は、このようなマーケットの状況を受けて、マーケット及び当社に於ける過剰在庫の処理を積極的に進めた結果

を反映したものとなりました。店頭値引き等によって過剰在庫の処理を行ない、また、将来予想される返品と店頭値引

きを考慮した事実を返品調整引当金等として適切に反映した結果、粗利益率及び粗利益が当初の予想より低下する結果

となりました。販売費及び一般管理費は、対前年同期比で微増に抑えました。粗利益の減額に加え、当中間純利益が前

年同期と比較して大幅に減少したのは、前年同期には米国本社に対するロイヤリティーの料率改定にともなう過年度の

返還益が含まれているためです。その影響を除くと、当中間純利益は、昨年同期比で、報告にある34.7％減ではなく

23％減となります。

（４）通期予想

 下半期へ向けても、マーケット全体の動向については慎重に判断していきます。アパレルマーケットでは、大きなトレ

ンドの転換は見込めないものと見ています。また、マーケット及び当社の過剰在庫に対しても、特に第３四半期には積

極的に対処していく必要があると見ています。

こうした状況において、当社では、商品、マーケティング及びリテール（店頭）の３つの要素をより効果的に連動させ

て、売り上げの挽回を図っていきます。商品においては、メンズでは、生地、縫製、デザインなどをよりアップグレー

ドした「リーバイス・プレミアム」等の革新的な新商品を積極的に投入していきます。レディースでは、「リーバイス・

レディ・スタイル」のラインアップをさらに刷新し、カテゴリーごとの商品特性をより強く打ち出すとともに、米国の

トップモデルを起用したマーケティングキャンペーンを展開します。リテールについては、９月にオープンする川崎店

を皮切りに「リーバイスストア」の新規展開を継続するほか、全国の有力なジーンズカジュアル専門店や百貨店内での

－ 5 －



「ショップ・イン・ショップ」や「リーバイスコーナー」等も積極的に開設していきます。

 また、下半期においても、引き続き厳格な販売費及び一般管理費の管理を行い、マーケットにおける過剰在庫の様子を

見ながら、適切な在庫処理を行っていきます。今回、新たに導入した業務情報統合システム「SAP」の利用によって、よ

り効率的な在庫管理等が期待できます。

こうした事業展開によって、平成18年度通期の業績は当初の予想を下回りますが、年末に向けては業績の向上を見込ん

でいます。とくに、第３四半期では売上げの大きな落ち込みを見込んでいますが、第４四半期には改善を予想していま

す。これによって、通期の売上高は、282億91百万円、経常利益は29億54百万円、当期純利益は17億11百万円を見込んで

います。この通期業績予想は、前回の予想に現在のマーケット状況及び今後の事業展開を加味したものです。

 なお、期末配当金については、潤沢な余剰資金と繰越利益剰余金を考慮し、当初の予定通り80円を予定しています。

 

 

 

２．財政状態

　当中間会計期間末における現金及び預金（以下「資金」という）は、６億５百万円と前年同期と比較し31百万円

（５％）の増加となりました。当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりで

あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、支出した資金は14億44百万円となりました。これは税引前当期純利益が、前中間期より10億87百

万円と大幅に減少したことと売掛債権の増加、仕入債務の減少等があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、得られた資金は35億63百万円となりました。これは主に短期貸付金の回収によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、支出した資金は、21億75百万円となりました。主に配当金の支払金額であり、前年同期と比較し

て２億92百万円の増加となりました。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
(平成17年５月31日)

当中間会計期間末
(平成18年５月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年11月30日)

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金  574   605   661   

２．受取手形  87   72   71   

３．売掛金  4,942   5,096   4,093   

４．たな卸資産  3,289   3,012   3,073   

５．繰延税金資産  574   736   736   

６．短期貸付金  6,273   4,775   8,374   

７．その他  805   369   553   

貸倒引当金  △44   △5   △3   

流動資産合計   16,502 83.5  14,663 82.2  17,559 84.4

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  1,427   1,361   1,389   

(2）機械装置  74   70   71   

(3）車両運搬具  0   0   0   

(4）器具備品  121   111   114   

(5）土地  825   809   825   

有形固定資産合計   2,450 12.4  2,353 13.2  2,401 11.6

２．無形固定資産   74 0.4  54 0.3  64 0.3

３．投資その他の資産 ※２  724 3.7  772 4.3  773 3.7

固定資産合計   3,249 16.5  3,180 17.8  3,240 15.6

資産合計   19,751 100.0  17,844 100.0  20,799 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  3,287   2,246   3,109   

２．未払金  1,799   1,269   1,533   

３．未払費用  268   260   383   

４．未払法人税等  1,395   779   1,193   

５．返品調整引当金  236   444   409   

６．その他  216   283   376   

流動負債合計   7,204 36.5  5,283 29.6  7,006 33.7

Ⅱ　固定負債           

１．退職給付引当金  420   458   461   

２．役員退職慰労引当金  33   46   40   

固定負債合計   454 2.3  505 2.8  502 2.4

負債合計   7,658 38.8  5,789 32.4  7,508 36.1
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前中間会計期間末
(平成17年５月31日)

当中間会計期間末
(平成18年５月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成17年11月30日)

区分
注記番
号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   5,213 26.4  － －  5,213 25.1

Ⅱ　資本剰余金           

１．資本準備金  1,541   －   1,541   

資本剰余金合計   1,541 7.8  － －  1,541 7.4

Ⅲ　利益剰余金           

１．利益準備金  1,303   －   1,303   

２．中間(当期)未処分
利益

 4,041   －   5,244   

利益剰余金合計   5,344 27.0  － －  6,547 31.5

Ⅳ　自己株式   △7 △0.0  － －  △11 △0.1

資本合計   12,092 61.2  － －  13,291 63.9

負債及び資本合計   19,751 100.0  － －  20,799 100.0

           

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 5,213 29.2 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 1,541 －

(2）その他資本剰余
金

 － － －

資本剰余金合計  － － 1,541 8.6 － －

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  － 1,303 －

(2）その他利益剰余
金

    

繰越利益余剰金
 

 － 4,012 －

利益剰余金合計  － － 5,315 29.9 － －

４　自己株式  － － △16 △0.1 － －

株主資本合計  － － 12,054 67.6 － －

純資産合計  － － 12,054 67.6 － －

負債純資産合計  － － 17,844 100.0 － －
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記番
号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   14,799 100.0  14,851 100.0  29,803 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  9,150 61.8  9,354 63.0  18,487 62.0

売上総利益   5,649 38.2  5,497 37.0  11,316 38.0

返品調整引当金繰
入額(戻入益）

  △36 △0.2  34 0.2  137 0.5

返品調整引当金調
整後売上総利益

  5,685 38.4  5,462 36.8  11,178 37.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,608 24.4  3,828 25.8  7,406 24.9

営業利益   2,077 14.0  1,634 11.0  3,772 12.6

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1   1   3   

２．その他  77   74   179   

営業外収益合計   79 0.5  76 0.5  182 0.6

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  0   0   0   

２．その他  1   0   1   

営業外費用合計   1 0.0  0 0.0  2 0.0

経常利益   2,155 14.5  1,709 11.5  3,952 13.2

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  25   0   55   

 2. 過年度ロイヤリ
ティー返還益

 622   －   622   

　特別利益合計   647 4.3  0 0.0  677 2.3

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産処分損  21   0   23   

 2. 固定資産減損損失  －   16   －   

特別損失合計   21 0.1  17 0.1  23 0.1

税引前中間(当期)
純利益

  2,781 18.7  1,693 11.4  4,607 15.4

法人税、住民税及
び事業税

※２ 1,175   705   1,773   

過年度法人税等  92   －   329   

法人税等調整額  － 1,267 8.5 － 705 4.7 △212 1,890 6.3

中間（当期）純利
益

  1,513 10.2  988 6.7  2,717 9.1

前期繰越利益   2,527   －   2,527  

中間(当期)未処分
利益

  4,041   －   5,244  
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(3) 中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成17年12月1日　至平成18年5月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成17年11月30日　残高

（百万円）
5,213 1,541 1,541 1,303 5,244 6,547 △11 13,291

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円）     △2,170 △2,170  △2,170

利益処分による役員賞与     △50 △50  △50

自己株式の取得（百万円）       △4 △4

中間純利益（百万円）     988 988  988

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）

（百万円）

        

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
    △1,232 △1,232 △4 △1,236

平成18年5月31日　残高

（百万円）
5,213 1,541 1,541 1,303 4,012 5,315 △16 12,054
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

 
 

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税引前中間(当期)純
利益

 2,781 1,693 4,607

減価償却費  81 77 160

退職給付引当金の増
加(減少)額

 39 △3 81

役員退職慰労引当金
の増加(減少)額

 5 6 11

貸倒引当金の減少額  △33 △0 △63

返品調整引当金の増
加(減少)額

 △36 34 137

受取利息  △1 △1 △3

支払利息  0 0 0

有形固定資産除売却
損

 21 17 23

売上債権の減少(増
加)額

 △322 △1,002 533

たな卸資産の減少(増
加)額

 △280 61 △64

仕入債務の増加(減
少)額

 30 △863 △147

未払金の減少額  △235 △263 △389

役員賞与の支払額  △59 △50 △85

その他  △639 △7 △62

小計  1,351 △302 4,739

利息の受取額  1 1 3

利息の支払額  △0 △0 △0

法人税等の支払額  △1,030 △1,143 △2,203

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 322 △1,444 2,538
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前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度の要約キャッ
シュ・フロー計算書
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

有形固定資産の取得
による支出

 △6 △33 △25

無形固定資産の取得
による支出

 － △1 △3

短期貸付金の純減少
(増加)額

 1,698 3,598 △402

その他  1 － 1

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,692 3,563 △431

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

配当金の支払額  △1,881 △2,170 △1,881

その他  △1 △4 △6

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,882 △2,175 △1,887

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加(減少)額

 132 △56 220

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 441 661 441

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※ 574 605 661
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項　　目 前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）たな卸資産

先入先出法による低価法

(1）たな卸資産

同　　左

(1）たな卸資産

同　　左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定額法によっております。

なお主な耐用年数は以下の通り

であります。

建物　　　３年～３８年

器具備品　２年～２０年

(1）有形固定資産

定額法によっております。

なお主な耐用年数は以下の通り

であります。

建物　　　３年～３８年

器具備品　２年～２０年

(1）有形固定資産

 　　　 同    左

 (2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における見込利用可能期

間（５年）に基づく定額法

(2）無形固定資産

同　　左

(2）無形固定資産

同　　左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

ａ　一般債権

貸倒実績率法によっており

ます。

(1）貸倒引当金

ａ　一般債権

同　　左

(1）貸倒引当金

ａ　一般債権

同　　左

 ｂ　貸倒懸念債権及び破産

更生債権

財務内容評価法によってお

ります。

ｂ　貸倒懸念債権及び破産

更生債権

同　　左

ｂ　貸倒懸念債権及び破産

更生債権

同　　左

 (2）返品調整引当金

返品による損失に備えるため、

従来の返品発生比率ならびに季

節商品販売の特性等を勘案し、

当中間期の売上高に見込まれる

返品額に対する販売利益の見積

額を計上しております。

(2）返品調整引当金

       同　　左

(2）返品調整引当金

返品による損失に備えるため、

従来の返品発生比率ならびに季

節商品販売の特性等を勘案し、

当期の売上高に見込まれる返品

額に対する販売利益の見積額を

計上しております。

 (3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、

当中間会計期間末において発生

していると認められる額を計上

しております。

なお、数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。また、

会計基準変更時差異（388百万

円）については、５年間で均等

償却しております。

(3）退職給付引当金

  　　　　同　　左　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　

　　　

    　　　　

(3）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当期末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき、

当期末において発生していると

認められる額を計上しておりま

す。

なお、数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（５年）による定額法

により按分した額をそれぞれ発

生の翌事業年度から費用処理す

ることとしております。また、

会計基準変更時差異（388百万

円）については、５年間で均等

償却しております。
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項　　目 前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

 (4）役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に充て

るため、当社内規に基づく中間

期末要支給額を計上しておりま

す。 

(4）役員退職慰労引当金

同　　左 

 

 

 

(4）役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に充てる

ため、当社内規に基づく期末要

支給額を計上しております。

 (5) 役員賞与引当金

──────────── 

(5) 役員賞与引当金

　当社の役員に対して支給する賞　

　　

与の支出に充てるため、支給見込額

の当中間会計期間負担額を計上して

おります。

尚、金額の重要性を考慮し未払費用

に含めて計上しております。

(5) 役員賞与引当金

──────────── 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同　　左 同　　左

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

同　　左 同　　左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

なお未払消費税等86百万円は、未

払金に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

なお未払消費税等83百万円は、未

払金に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

 

７.固定資産の減損に係る会計

基準

 ──────────────

 

 

 当事業年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年8

月9日））及び「固定資産の減損に

係る会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第6号　平成15年10

月31日）を適用しております。

　これにより税引前当期純利益は16

百万円減少しております。

 ──────────────

 

 

８. 貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準

 ──────────────

 

 

 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第5号　平成

17年12月9日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指

針第8号　平成17年12月9日）を適

用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は12,054百万円であります。

 ──────────────

 

 

９.役員賞与に関する会計基準  ──────────────

 

 

 

 当中間会計期間より、「役員賞与

に関する会計基準」（企業会計基準

第4号　平成17年11月29日）を適用

しております。これにより、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中間

純利益は14百万円減少しております。

 ──────────────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項　　目
前中間会計期間末

（平成17年５月31日）
当中間会計期間末

（平成18年５月31日）
前事業年度末

（平成17年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
3,062百万円     3,150百万円   3,094百万円

※２　投資その他の資産から

控除した貸倒引当金
0百万円 9百万円 11百万円

（中間損益計算書関係）

項　　目
前中間会計期間

（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

※１　減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

67百万円

13百万円

  64百万円

  12百万円

   133百万円

  26百万円

※２ 　減損損失

 

　　　──────────

 

 　当中間会計期間において、当社

は有休資産について減損損失を計上

しました。兵庫県神戸市に所在する

有休土地について帳簿価格に対し時

価が著しく下落し、将来の回収可能

性が著しく低いと判断し、回収可能

額まで減損し16百万円を固定資産減

損損失として特別損失に計上してお

ります。また、有休土地の改修可能

価格は固定資産評税表価額を勘案し

て評価しております。

 

　　　───────── 

 

※３　法人税、住民税及び事

業税

税効果会計の適用にあたり、「簡便

法」を採用しておりますので法人税

等調整額を含めた金額で一括掲記し

ております。

同     左 ─────

　（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（自　平成17年12月１日　至　平成18年５月31日）

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

　　株式数（株）

当中間会計期間減少

　　株式数（株）

当中間会計期間末株

式数（株）

 発行済株式

　　　　　　　　　普通株式 28,952,000 ─ ─ 28,952,000

 　　　　合計 28,952,000 ─ ─ 28,952,000

 自己株式

　　　　　　　　　普通株式 8,318 1,722 ─ 10,040

 　　　　合計 8,318 1,722 ─ 10,040

 （注）自己株式の株式の増減は、単元未満株式の買取請求による買取であります。

 2.配当に関する事項

　　　決議 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日

平成18年2月24日

定時株主総会
普通株式 2,170 75  平成17年11月30日  平成18年2月27日
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

※　現金及び現金同等物の期末残高と

貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び預金勘定 574百万円 現金及び預金勘定  605百万円 現金及び預金勘定 661百万円
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①　リース取引

項　　目
前中間会計期間

（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・

リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両
運搬
具

5 0 5

合計 5 0 5

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

中間期
末残高
相当額
(百万円)

車両
運搬
具

5 2 3

合計 5 2 3

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

 

取得価
額相当
額
(百万円)

減価償
却累計
額相当
額
(百万円)

期末残
高相当
額
(百万円)

車両
運搬
具

5 1 4

合計 5 1 4

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料期末残高相当額

 １年内 1百万円

１年超 3百万円

合計 5百万円

１年内 1百万円

１年超  1百万円

合計  3百万円

１年内 1百万円

１年超 2百万円

合計 4百万円

 ３．支払リース料及び減価償却費相

当額

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

３．支払リース料及び減価償却費相

当額

 支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

支払リース料 0百万円

減価償却費相当額 0百万円

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額 1百万円

 ４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

（注）取得価額相当額及び未経過

リース料中間期末残高は、未

経過リース料中間期末残高の

有形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

４．減価償却費相当額の算定方法

同　　　左

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。

（注）取得価額相当額及び未経過

リース料期末残高は、未経過

リース料期末残高の有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

②　有価証券

（前中間会計期間）

　該当事項はありません。

（当中間会計期間）

　該当事項はありません。

（前事業年度）

　該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引

（前中間会計期間）

　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

（当中間会計期間）

　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

（前事業年度）

　当社は、デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。

④　持分法損益等

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

１株当たり純資産額 417.78円

１株当たり中間純利益 52.29円

１株当たり純資産額 416.52 円

１株当たり中間純利益
    34.16 

円

１株当たり純資産額 457.48円

１株当たり当期純利益    92.14円

なお、潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額については、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

　　　　　　　同左 なお、潜在株式調整後１株当たり当期

純利益については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日)

前事業年度
(自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日)

中間（当期）純利益（百万円） 1,513 988 2,717

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
－ － 50

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
1,513 988 2,667

期中平均株式数（株） 28,946,042 28,943,199 28,945,379

（重要な後発事象）

（前中間会計期間）

　該当事項はありません。

（当中間会計期間）

　該当事項はありません。

（前事業年度）

　該当事項はありません。
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５．製品別売上高明細表

製品別

前中間会計期間
（自　平成16年12月１日
至　平成17年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

数量
金額

（百万円）
数量

金額
（百万円）

数量
金額

（百万円）

メンズボトムス（千本） 1,749 8,523 1,838 8,880 3,510 16,910

レディースボトムス（千本） 626 3,280 690 3,205 1,359 6,963

メンズトップス（千枚） 1,206 2,090 1,145 1,940 2,206 4,290

レディーストップス（千枚） 349 618 419 652 553 1,116

リーバイ・ストラウス・

シグネチャー（千本）
157 287 94 172 279 523

合計 － 14,799 － 14,851 － 29,803
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