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１．18年11月期の業績（平成17年12月１日～平成18年11月30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11月期 27,031 (△9.3) 2,235 (△40.7) 2,377 (△39.8)

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

当期純利益
１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年11月期 1,357 (△50.0) 46　89 － 10.5 12.6 8.7

17年11月期 2,717 (44.6) 92　14 － 21.0 19.3 13.2

（注）①持分法投資損益 18年11月期 －百万円 17年11月期 －百万円

②期中平均株式数 18年11月期 28,942,450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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(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11月期 18,844 12,422 65.9 429.22

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11月期 28,941,460株 17年11月期 28,943,682株

②期末自己株式数 18年11月期 10,540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11月期 607 1,703 △2,227 745

17年11月期 2,538 △431 △1,887 661

２．19年11月期の業績予想（平成18年12月１日～平成19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

中間期 14,048 1,474 864

通期 28,483 2,760 1,624

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　56円12銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）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 2,170 81.4 16.3

18年11月期 － － － 80 － 80 2,315 170.6 18.6

19年11月期（予想） － － － 25 － 25    

（注）上記の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、実際の業績は、今後様々

な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、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7ページを参照してください。
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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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２．経営方針
（１）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・維持できる

よう努めます。

・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。

・取引先との強力な信頼関係の構築が必須と考えております。商品はもとより、店頭プレゼンテーションの更なる

改善・また密なるコミュニケーションを通してリーバイス商品が取引先にとっても最重要商品となるよう努力い

たします。

・良き“企業市民”であることを目指し、法令の遵守はもとより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。

・リーバイスブランドの最新情報を発信し消費者とブランドの双方向のコミュニケーションの場であるリーバイス

ストアーの拡大にも努力いたします。

 

（２）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、会社が将来必要とす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

きる範囲内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います。内部留保については、設備投資等、経

営基盤の安定とその拡大に対応した利用を図っていきます。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　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。

（４）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、5％以上の売上高経常利益率を確保していきます。

（５）中長期的な会社の経営戦略

　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。ま

た、アパレル市場の活性化を一段と高め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。
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　商品戦略と致しましては、旗艦商品である501ジーンズを中心としたメンズボトムスでの圧倒的なマーケットシェア

の確保、及び「リーバイス・レディ・スタイル」を核としたレディースボトムスの強化に重点を置きます。また、両

ボトムスにコディネートできる魅力あるトップス商品群の強化を図ります。

　リーバイスブランドと符合するブランドカルチャーを持つ他ブランドとのコラボレーションや「リーバイス・レ

ディ・スタイル」「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、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が、とくにファッショ

ン志向の高い消費者を対象とした“コンセプトストア”及びレディース専門の「レディース・リーバイス・ストア」

の店舗開発に重点を置きます。また、ジーンズカジュアルチェーン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）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。

　2006年6月に導入された「ＳＡＰ」による迅速かつ付加価値の高い情報を駆使し、更なる業務向上と迅速な経営判断

を行います。

　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

ポートができる会社としていきます。社内組織については、市場の変化や要求に対応できるための再編成を含む組織

の強化と強固なチームワークの構築に取組みます。

　こうした様々な施策を通して、売上高の継続的な増加及びキャッシュ・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5％以上を維持・確保していくよう最善を尽くしていきます。

（６）会社の対処すべき課題

　大きなポテンシャルを秘めているレディースボトムス及びメンズ、レディーストップス分野の売上げを伸長させる

ために、市場の変化に対応できる商品開発、ならびにサプライチェーンの更なる構築が必須になります。また、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、市場の予測、在庫管理、返品、値引等の軽減を図る必

要があります。主要取引先との業務提携の強化ならびに投資を含めて、今後の重要課題として対処していきます。

 （７）親会社等に関する事項

　　　①　親会社等の商号等 

 （平成18年11月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有割
合（％）

親会社等が発行する株券が上場
されている証券取引所等

リーバイ・ストラウス・アン

ド・カンパニー
親会社 83.73％ なし

 　　　　　②　親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付けその他の上場会社と親会社との関係

 　　　　　　　　当社は、親会社の企業グループのなかのアジア・パシフィック・ディビジョンに属しており日本にお

　　　　　　　　いてジーンズ等の生産、仕入及び販売を行っております。親会社は、当社に業務に必要なノウハウや

 　　　　　　　 アドバイスを提供しております。また親会社は当社株式の83.59％を保有しております。

 

 　　　　　③ 親会社等との取引に関する事項

 　　　　　　　　当社は、親会社との間にライセンス契約に基づくロイヤリティーの支払並びにソフトウェアー開発等

　　　　　　　　の取引があります。以前行っておりました親会社からの中間製品や製品の仕入は今期から無くなりまし

　　　　　　　　た。「関連当事者との取引」に関する注記（24～25ページ参照）に記載のとおりであります。
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   　（８）内部管理体制の整備・運用状況

 　　　当社は、コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの確立を図るため、コンプライアンス・チームを

　　　確立しております。コンプライアンス・オフィサーの下、コンプライアンス・マネージャー並びに内部監査人

　　（室）が定期的に実施する内部監査を通して、業務の実施状況、法令、定款並びに社内諸規程に準拠して、適正・

　　　妥当かつ合理的に行われているかの調査・検証を行っております。またコンプライアンス・チームは監査役との連

　　　携をとり、監査役は内部管理体制が適切に行われているかを管理監督しております。

 　　　本事項の詳細につきましては、平成18年5月31日付けで株式会社ジャスダック証券取引所に提出し、平成18年6月5

　　　日に開示いたしました「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」に記載しております。

 

 　　（９）その他、会社の経営上の重要な事項

　　　　該当事項はありません。
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３．経営成績
1.経営成績及び財政状態

 (1）経営成績およびマーケットの状況

　　当社の2006年11月期の業績は、売上高は対前期比9.3％減の270億31百万円、経常利益は同39.8％減の23億77百万

円、当期純利益は同50.0％減の13億57百万円となりました。ジーンズマーケット全体のトレンドや需要の変化に

よって、事業の中核であるメンズ及びレディースボトムスの分野において当初の期待に沿った売上高を達成するこ

とが出来なかったこと、及びマーケティングキャンペーンが期待どおりの成果をだせなかったこと、並びにこれら

の要因による過剰在庫を適正化するために積極的に実施した販売価格の調整並びに返品による影響が利益を大きく

圧迫した結果となりました。

　また前期は、ロイヤリティー料率改定に伴う過年度の返還益が含まれていたことが、当期の純利益が前期対比大

きく落込んだ要因ともなっております。

　当期の日本経済は、企業活動の重しとなっていた負債、雇用、設備の3つの過剰がほぼ解消され、経済全体では

戦後最長の好況下にあると言われました。その一方、所得の伸び悩みや雇用形態の変化等が枷となって、消費者の

心理状況は決して好転したとは言えず、デジタル家電等の一部の消費財を除き、消費動向は決して大きく伸長しま

せんでした。アパレル市場についても、楽観できないマーケット状況が続きました。とくに、ジーンズカジュアル

では、前年までのジーンズマーケットを牽引した、より高額な“プレミアムジーンズ”の人気が峠を越し、次の大

きなトレンドを模索する状況となりました。レディースを中心とした、より細身でタイトフィットな“スキニー

ジーンズ”に対する需要は盛り上がったものの、ジーンズマーケット全体の活性化を果たすまでには至りませんで

した。

　なお、今期総合経営管理システム（SAP）を導入いたしました。

(2）当社におけるマーケティング及び営業活動

 　　　当期前半期では「ＳＴＡＹ　ＴＲＵＥ」（スティ・トルゥー）キャンペーンによる「５０１」を中心としたマー

ケティング活動を実施いたしましたが効果は当初の期待には及びませんでした。キャンペーンで訴求した商品が

マーケットのトレンドに合致しなかったこと、及びキャンペーンのメッセージが消費者の購買意欲に強く働きか

けなかったこと等がその要因と考えられます。しかし、メンズについては、後半投入した新商品である、素材、

縫製、デザインをグレードアップした「リーバイス・プレミアム」並びに細身でシャープなシルエットを備えた

「ペンシルフィット」等が好調に推移いたしました。その結果通期でのメンズボトムスの売上高は対前期比5.7％

の減少に留めることが出来ました。レディースでは、今期後半のキャンペーンに米国のトップモデル及び女優で

あるデヴォン青木を起用した「リーバイス・レディ・スタイル」では、より価格を抑えた新ライン等も投入いた

しましたが、ジーンズ需要全体の低迷と、需要が“スキニージーンズ”に集中したことによって、レディースボ

トムスの売上高は対前期比15.0％減となりました。

　トップスについては、メンズでは消費者の嗜好に合致した商品が提供できなかったことにより、売上高は対前

期比14.8％減となりました。レディースでは、Ｔ－シャツ等が好調な売上高を達成できた結果、売上高は対前期

比1.4％減とほぼ前期並みの売上高を確保いたしました。さらに商品について特記されるのは、販売量自体は少な

いものの、ジーンズの”プレミアムブランド“としてブランドポジショニングの強化に繋がる、新たな商品ライ

ンや新商品の投入です。今期ジーンズとスポーツウエアーの融合を狙った新ライン「リーバイス・エフ・エル・

ユー」や、アップルコンピュター社の携帯音楽端末「iPod」に対応した世界初のジーンズ「リーバイス・レッド

ワイヤー」等を発売いたしました。

　また、商品とマーケティングと並ぶアパレルビジネスの柱であるリテール（店頭）については、リーバイスブ

ランドのみを取扱う単独店舗である「リーバイスストア」の新規出店を継続いたしました。今期9月に川崎、11月

に金沢に新たに店舗をオープンし、これにより今期末での合計店舗数は28店舗となりました。平行して、大手ジー

ンズカジュアルチエーンや主要百貨店でも、“ショップ・イン・ショップ”（店舗内店舗）やリーバイスコーナー

の展開も積極的に推進いたしました。

　値ごろ感のある価格で高い品質のジーンズを提供する「リーバイ・ストラウス・シグネチャー」ブランドにつ

いては、主要販路であるイオン（店舗は「ジャスコ」と「サティ」）の商品並びに店頭政策の変更により、売り

場面積が縮小したこと等により、対前年比22.9％減となりました。

(3) 利益

　   粗利益は、このようなビジネスの状況を受けた売上高の減少、並びに店頭在庫を含む過剰在庫の処理を店頭値引

や返品等により積極的に進めた結果を反映したものとなりました。また、粗利益率では1.8ポイント減少となりま

した。販売費及び一般管理費は、売上高の減少に伴いコストセーブを図った結果、ＳＡＰ導入費用等も含めなが

らも昨年並みに抑えることが出来ました。当期純利益については、前期は特別利益として計上した過年度のロイ

ヤリティー返還益の影響がありましたが、今期についてはその影響が無くなったため大幅な減額となりました。
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(4）次期の見通し

 　  2007年度も、消費者のジーンズに対する需要が大きく盛り上がることは期待できず、今までジーンズマーケット

を牽引してきたレディースの需要の喚起と消費者を魅了する革新的な新商品の開発が鍵となると思われます。いず

れにしろ、当社を取り巻く状況は引続き楽観できないものと考えられます。そうした中で、当社はベーシックな商

品群の強化並びにジーンズカジュアルマーケット全体での高いシェアの確保はもとより、単にトレンドに追随する

だけではなく、新たなマーケットの需要を創出するという気概を持って取組んでいきます。メンズ及びレディース

の商品群においては、2000年に登場し大きなヒットを記録した“立体裁断ジーンズ”「リーバイス・エンジニア

ド・ジーンズ」の革新版ともいうべき、画期的なコンセプトと多彩な商品バリエーションに基づいた新「リーバイ

ス・エンジニアド・ジーンズ」を2007年春から本格的に展開します。

　メンズでは、今期後半から好評を博している「リーバイス・プレミアム」のラインアップを拡充するととも

に、“オーガニックコットン”（有機栽培綿）を使用した新ライン「グリーン・パッケージ」等の話題性のある商

品も積極的に投入していきます。

　レディースについては、デビューして３周年を迎える「リーバイス・レディ・スタイル」での商品ラインの更な

る拡充と、それをサポートするマーケティングキャンペーンを積極的に展開します。メンズを出自とした伝統的な

商品で構成する「リーバイス・オリジナル」の分野にも、新商品を投入していきます。

　このように、メンズ、レディースとも、消費者の需要を創出するための商品の開発並びにマーケティング活動を

より積極的に展開していきます。

　また、当社にとって成功の源となるべき「リーバイスストア」の新規出店と主要販売店での”ショップ・イン・

ショップ“（店舗内店舗）並びに販売コーナーの展開と充実にも、継続して積極的に取組んでいきます。

　一方、「リーバイ・ストラウス・シグネチャー」については、販売チャネル並びに商品ラインの拡充を図り、

マーケットにおいて、より認知度の高いブランドに成長できるよう努力する計画です。

　さらに、取引先の小売店との連携の強化や情報の交換等も必要不可欠な事と認識し、積極的に取組んでいきます。

また、主要取引先での在庫状況の適正化を2007年前半期に見込んでおります。及び重要な課題として新しいマネー

ジメントチームへの移行を成功させることが不可欠となります。

　2006年夏に稼動を始めた総合経営管理システム「ＳＡＰ」は、2007年には通年で本格的に稼動します。そうした

「ＳＡＰ」の稼動やマーケット状況の変化に対応できる強固な組織の構築、並びにグローバル企業としての利点を

通した正確な需要予測やそれに沿った在庫管理の大幅な向上を図るとともに、高い利益を生み出すための企業体質

の強化にも取組んでいきます。

　次期の業績については、売上高284億83百万円、経常利益27億60百万円、当期純利益16億24百万円を予想してい

ます。

2.財政状態

　　当期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前期より83百万円増加して７億45百万円となりま

　した。当期中における各キャッシュ・フローとそれらの要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比較して19億31百万円減少の6億7百万円となりました。これは税

引前当期純利益が、昨年の46億７百万円から23億65百万円へ減少したことが要因です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動により得られた資金は、前年度の4億31百万円の支払から一転して17億3百万円の受取となりました。

これは、前年度短期貸付金が４億2百万円増加したのに対して当期は17億67百万円の減少となったことが主な要因

です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、前年同期と比較して3億39百万円増加の22億27百万円となりました。これは、

配当金の支払額が前期より増加したことが主な要因です。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 661 745  

２．受取手形 71 114  

３．売掛金 4,093 3,561  

４．製品 2,739 2,744  

５．原材料 333 243  

６．前払費用 230 113  

７．繰延税金資産 736 898  

８．未収入金 322 34  

９．短期貸付金 8,374 6,606  

貸倒引当金 △3 △3  

流動資産合計 17,559 84.4 15,058 79.9 △2,501

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 2,803 2,822  

減価償却累計額 1,414 1,389 1,506 1,316  

(2）機械装置 1,180 1,180  

減価償却累計額 1,108 71 1,112 68  

(3）車両運搬具 16 16  

減価償却累計額 15 0 15 0  

(4）器具備品 670 671  

減価償却累計額 556 114 554 116  

(5）土地 825 809  

有形固定資産合計 2,401 11.6 2,312 12.3 △89

２．無形固定資産  

(1）電話加入権 12 12  

(2）ソフトウェア 52 711  

無形固定資産合計 64 0.3 724 3.8 659
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前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

３．投資その他の資産  

(1）敷金・保証金 313 313  

(2）破産債権、再生債権、
更生債権その他これ
らに準ずる債権

11 4  

(3）繰延税金資産 459 436  

貸倒引当金 △11 △4  

投資その他の資産合計 773 3.7 750 4.0 △23

固定資産合計 3,240 15.6 3,786 20.1 546

資産合計 20,799 100.0 18,844 100.0 △1,955

 

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 ※１ 3,109 2,456  

２．未払金 ※１ 1,533 1,276  

３．未払費用 383 302  

４. 短期リース債務 ※１ － 107  

５．未払法人税等 1,193 241  

６．未払消費税等 169 36  

７．預り金 207 207  

８．返品調整引当金 409 684  

流動負債合計 7,006 33.7 5,314 28.2 △1,691

Ⅱ　固定負債  

１．長期リース債務 ※１ － 605  

２. 退職給付引当金 461 446  

３．役員退職慰労引当金 40 56  

固定負債合計 502 2.4 1,107 5.9 605

負債合計 7,508 36.1 6,421 34.1 △1,086

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 5,213 25.1 － － －

Ⅱ　資本剰余金  

１．資本準備金 1,541 －  

資本剰余金合計 1,541 7.4 － － －

Ⅲ　利益剰余金  

１．利益準備金 1,303 －  

２．当期未処分利益 5,244 －  

利益剰余金合計 6,547 31.5 － － －

Ⅳ　自己株式 ※３ △11 △0.1 － － －

資本合計 13,291 63.9 － － －

負債及び資本合計 20,799 100.0 － － －
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前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

 （純資産の部）  

 Ⅰ　株主資本  

 　1.　資本金   － －  5,213 27.7 －

 　2.　資本剰余金  

 　    資本準備金　  －   1,541    

 　　  資本剰余金合計   － －  1,541 8.2 －

 　3.　利益剰余金   

 　（1）利益準備金  －   1,303    

 　（2）その他利益剰余金         

       繰越利益剰余金  －   4,380    

 　　  利益剰余金合計   － －  5,684 30.1 －

　 4.  自己株式   － －  △17 △0.1 －

      株主資本合計   －   12,422  －

   　 純資産合計   － －  12,422 65.9 －

 　　 負債純資産合計  － － － － 18,844 100.0 －
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高 29,803 100.0 27,031 100.0 △2,772

Ⅱ　売上原価  

１．期首製品たな卸高 2,633 2,739  

２．当期製品製造原価 ※３ 16,179 14,835  

合計 18,812 17,575  

３．期末製品たな卸高 2,739 16,072 2,744 14,831  

４．支払ロイヤリティ ※３ 2,414 2,266  

売上原価 ※１ 18,487 62.0 17,097 63.2 △1,389

売上総利益 11,316 38.0 9,934 36.8 △1,382

返品調整引当金繰入額 137 0.5 275 1.0  

返品調整引当金調整後
売上総利益

11,178 37.5 9,659 35.8  

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 7,406 24.9 7,423 27.5 17

営業利益 3,772 12.6 2,235 8.3 △1,536

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 3 7  

２．雑収入 179 182 0.6 145 153 0.6 △28

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 0 0  

２．雑損失 1 2 0.0 10 11 0.0 9

経常利益 3,952 13.2 2,377 8.8 △1,574

Ⅵ　特別利益  

１．貸倒引当金戻入益 55 7  

２. 過年度ロイヤリティー
返還益　　　　　　　
　

622 677 2.3 － 7 0.0 △622

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産除却損 23   3    

２. 減損損失 － 23 0.1 16 19 0.1 △3

税引前当期純利益 4,607 15.4 2,365 8.7 △2,241

法人税、住民税及び事
業税

1,773 1,125  

過年度法人税等 329 21  

法人税等調整額 △212 1,890 6.3 △139 1,008 3.7 233

当期純利益 2,717 9.1 1,357 5.0 △1,359

前期繰越利益 2,527 － －

当期未処分利益 5,244 － －
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  (3) 株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年12月1日　至　平成18年11月30日）

株主資本

純資産合計
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 13,291

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △2,170 △2,170 － △2,170 △2,170

当期純利益 － － － － 1,357 1,357 － 1,357 1,357

自己株式の処分 － － － － － － △5 △5 △5

利益処分による役員賞与 － － － － △50 △50 － △50 △50

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － △863 △863 △5 △868 △868

平成18年11月30日　残高
（百万円）

5,213 1,541 1,541 1,303 4,380 5,684 △17 12,422 12,422
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

１．材料費 3,051 18.9 1,862 12.6 △1,188

２．外注加工費 12,376 76.5 12,323 83.1 △53

３．労務費 329 2.0 175 1.2 △153

４．経費 422 2.6 473 3.2 51

当期総製造費用 16,179 100.0 14,835 100.0 △1,343

当期製品製造原価 16,179 14,835 △1,343

 

　（注）　当社の原価計算の方法は、標準原価によるロット別原価計算であります。
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(3）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 

税引前当期純利益 4,607 2,365  

減価償却費 160 232  

退職給付引当金の増加
額（減少）

81 △15  

役員退職慰労引当金の
増加額

11 15  

貸倒引当金の減少額 △63 △7  

返品調整引当金の増加
額

137 275  

受取利息 △3 △7  

支払利息 0 0  

固定資産除却損 23 3  

減損損失 － 16  

売上債権の減少額 533 495  

たな卸資産の増加額
（減少）

△64 86  

仕入債務の減少額 △147 △652  

未払金の減少額 △389 △257  

役員賞与の支払額 △85 △50  

その他 △62 199  

小計 4,739 2,698 △2,040

利息の受取額 3 7  

利息の支払額 △0 △0  

法人税等の支払額 △2,203 △2,099  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

2,538 607 △1,931
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前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(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

△25 △62  

有形固定資産の売却に
よる収入

1 －  

無形固定資産の取得に
よる支出

△3 △1  

短期貸付金の純減少
（増加）額

△402 1,767  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△431 1,703 2,134

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 

自己株式の取得による
支出

△6 △5  

リース債務の返済によ
る支出

－ △50  

配当金の支払額 △1,881 △2,170  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,887 △2,227 339

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

220 83 △136

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

441 661 220

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※1 661 745 83
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(4）利益処分案

前事業年度
（平成18年２月24日）

当事業年度
（平成19年２月26日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

Ⅰ　当期未処分利益 5,244 4,380 △863

Ⅱ　利益処分額  

１．配当金 2,170 2,315 144

２．役員賞与金
（うち監査役賞与金）

50
(4)

2,220
－
(-)

2,315 △50

Ⅲ　次期繰越利益 3,023 2,065 △958

 

　（注）　日付は株主総会承認日であります。
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

先入先出法による低価法 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。

(1）有形固定資産

　　　　　 同左

 

建物 ３年～38年

器具備品 ２年～20年

  

  

(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

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

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

(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。

(2）返品調整引当金

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。

(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。　　　

(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。

(4）役員退職慰労引当金

同左

 (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、支給見込額の当会計期

間負担額を計上しております。

　なお、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。
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前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

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

５．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

６．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

 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

 　　　　────────────  当事業年度より、「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

準の適用方針」（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

12,422百万円であります。

 ９. 役員賞与に関する会計基

準

 　　　────────────  当事業年度より、「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、経常利益及び税引前当期純

利益は4百万円減少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

※１　関係会社に対する主な資産及び負債 ※１　関係会社に対する主な資産及び負債

科目 金額（百万円）

買掛金 0

未払金 685

科目 金額（百万円）

買掛金 0

未払金 550

短期リース債務 107

長期リース債務 605

※２　会社が発行する株式の総数（普通株式）

100,800,000株

発行済株式の総数（普通株式）　　28,952,000株

※２　会社が発行する株式の総数（普通株式）

100,800,000株

発行済株式の総数（普通株式）　　28,952,000株

※３　自己株式（普通株式）　　　　　　　　 8,318株 ※３　自己株式（普通株式）　　　　　　    10,540株

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

※１　売上原価に算入されている製品評価損 ※１　売上原価に算入されている製品評価損

低価法による製品評価損 79百万円 低価法による製品評価損  215百万円

※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※２　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

(1）給与・手当  1,595百万円

(2）臨時社員給与 370

(3）退職給付費用 160

(4）荷造運搬費 356

(5）広告宣伝費 1,968

(6）減価償却費 157

(7）家賃及び賃借料 551

(8）支払手数料 1,049

(1）給与・手当       1,599百万円

(2）臨時社員給与 353

(3）退職給付費用 89

(4）荷造運搬費 334

(5）広告宣伝費 1,972

(6）減価償却費 226

(7）家賃及び賃借料 574

(8）支払手数料 1,292

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割

合は概ね次のとおりであります。

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の割

合は概ね次のとおりであります。

販売費に属する費用 約69％

一般管理費に属する費用  約31％

販売費に属する費用 約72％

一般管理費に属する費用  約28％

※３　関係会社に係る注記 ※３　関係会社に係る注記

製品仕入高 2百万円

支払ロイヤリティ 2,414

ソフトウェア開発費　　 133

製品仕入高 －百万円

支払ロイヤリティ 2,266

ソフトウェア開発費　　 111

　　　

 

　　　

 

※４　減損損失

　　　当会計期間において、以下の資産グループについ

　　　て減損損失を計上しております。　　　　　　

 

 

 　 用途 種類 場所 減損損失
(百万円)

遊休 土地 兵庫県
神戸市 16

 

 当該資産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たため、回収可能額ま
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前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

で16百万円を固定資産減損損失として特別損失に計上しま

した。回収可能額は、固定資産税評価額を勘案して評価し

ております。なお、減損損失を判定するに当たっては、将

来の使用が見込まれていない遊休資産については個別単位

で、その他資産については単一セグメントとしてグルーピ

ングをしております。

 

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年12月１日

至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

※１．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

※１．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    661百万円 現金及び預金勘定       745百万円

　２．重要な非資金取引の内容

該当事項はありません。

　２．重要な非資金取引の内容

当事業年度に新たに計上したファイナンス・リース

取引に係る資産及び債務の額はそれぞれ757百万円

であります。
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①　リース取引

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18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

　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

及び期末残高相当額

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

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 3 2

合計 5 3 2

２．未経過リース料期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年以内 1百万円

１年超 2

合計 4百万円

１年以内  1百万円

１年超 0

合計 1百万円

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

支払リース料  1百万円

減価償却費相当額  1百万円

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

法によっている。

　（注）　取得価額相当額及び未経過リース料残高は、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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

②　有価証券

前事業年度（平成17年11月30日現在）

有価証券

　当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（平成18年11月30日現在）

有価証券

　当社は、有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

前事業年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

　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。

当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

　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。
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④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度を設けております。また従業員の退職等に際して割増

退職金を支払う場合があります。

２．退職給付債務及びその内訳

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

(1）退職給付債務（百万円） △1,036 △1,031

(2）年金資産（百万円） 612 743

(3）未積立退職給付債務（百万円）(1)＋(2) △424 △287

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） △37 △158

(5）貸借対照表計上額純額（百万円）

(3)＋(4)
△461 △446

(6）退職給付引当金（百万円） △461 △446

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

退職給付費用（百万円）

(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)
177 111

(1）勤務費用（百万円） 90 107

(2）利息費用（百万円） 14 16

(3）期待運用収益（百万円） △9 △12

(4）会計基準変更時差異の費用処理額

（百万円）
77 －

(5）数理計算上の差異の費用処理額

（百万円）
4 0

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前事業年度
（平成17年11月30日）

当事業年度
（平成18年11月30日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率（％） 1.6 2.1

(3）期待運用収益率（％） 2.0 2.4

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 5 5

(5）会計基準変更時差異の処理年数（年） 5 －
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⑤　税効果会計

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

たな卸資産評価損    126百万円

ソフトウェア 39

広告宣伝費用 228

未払賞与 98

退職給付引当金 187

事業税 78

返品調整引当金 166

未確定経費 248

その他 20

繰延税金資産計 1,195

たな卸資産評価損 182百万円

ソフトウェア 42

広告宣伝費用 199

未払賞与 14

退職給付引当金 181

事業税 22

返品調整引当金 278

未確定経費 410

減損損失 6

その他 6

繰延税金資産小計 1,343

評価性引当金 △8

繰延税金資産計 1,335

⑥　持分法損益等

　該当事項はありません。
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⑦　関連当事者との取引

前事業年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金
（千米ドル）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

リーバイ・ス

トラウス・ア

ンド・カンパ

ニー

米国

カリフォ

ルニア州

サンフラ

ンシスコ

市

373
衣料品の

製造販売

(被所有)

83.7
なし

ライセ

ンス契

約

ソフト

ウェア

開発等

及び製

品仕入

 

 

ロイヤリ

ティーの支払

い

2,414 未払金 623

ソフトウェア

開発費等の支

払い

173 未払金 62

製品の仕入 2 買掛金 0

過年度ロイヤ

リティーの返

還

622   － -

　（注）１．ロイヤリティーの支払条件につきましては、第２事業の状況５．経営上の重要な契約等に記載のとおりであ

ります。

２．製品の取引条件は、リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーから提示された総原価を基に、価格交渉の

上決定しております。

３．ソフトウェア開発費については、リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーから提示された実費価格に基

づき決定しております。

４．親会社であるリーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーは、過年度より、連結上、債務超過の状態にあり、

2005年11月期におきましても、決算は最終確定しておりませんが、債務超過の見込みです。現在、財務内容

の改善をすべく、経営構造改革を実行中であります。

(2）兄弟会社等 

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

の子会

社

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

ベルギー

ブリュッ

セル市

157

百万米ドル

投資・金

融
－ なし

資金運

用
資金の貸付 9,250

短期貸

付金
8,374

同上

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

シンガ

ポール

4

千米ドル

地域統括

管理業務
－

兼任

2名

製品仕

入

コンサ

ルタン

ト業務

等

製品の仕入 2,569 買掛金 392

コンサルタン

ト費用等
467 未払金 180

同上

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

ベルギー

ブリュッ

セル市

272,313

千ユーロ

地域統括

管理業務
－ なし

製品仕

入
製品の仕入 64 買掛金 7

 　（注） １．上記資金の貸付につきましては、当社及びリーバイ・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　サービスとの貸付金契約に基づき要求支払いの短期化貸付であるこ

　　　　　　　と及び貸付金利につきましては日本での運用金利を考慮した金利であること等を条件として行っており

　　　　　　　ます。

　　　  　２. 製品の取引条件は、上記兄弟会社から提示された総原価を基に、価格交渉の上決定しております。

　　　  　３. コンサルタント費用につきましては、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

　　　　　　　ミテッドが当社のために実施した種々のコンサルタント業務に関する費用を提示し、その内容を確認の

　　　　　　　上決定しております。
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当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金
（千米ドル）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社

リーバイ・ス

トラウス・ア

ンド・カンパ

ニー

米国

カリフォ

ルニア州

サンフラ

ンシスコ

市

373
衣料品の

製造販売

(被所有)

83.7
なし

ライセ

ンス契

約

ソフト

ウェア

開発等

及び製

品仕入

 

 

ロイヤリ

ティーの支払

い

2,266 未払金 550

ソフトウェア

開発費等の支

払い

111 未払金 14

製品の仕入 － 買掛金 0

過年度ロイヤ

リティーの返

還

－   － －

　（注）１．ロイヤリティーの支払条件につきましては、第２事業の状況５．経営上の重要な契約等に記載のとおりであ

ります。

２．製品の取引条件は、リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーから提示された総原価を基に、価格交渉の

上決定しております。

３．ソフトウェア開発費については、リーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーから提示された実費価格に基

づき決定しております。

４．親会社であるリーバイ・ストラウス・アンド・カンパニーは、過年度より、連結上、債務超過の状態にあり、

2006年11月期におきましても、決算は最終確定しておりませんが、債務超過の見込みです。現在、財務内容

の改善をすべく、経営構造改革を実行中であります。

(2）兄弟会社等 

属性 会社等の名称 住所
資本金又は
出資金

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万
円）

役員の
兼任等

事業上
の関係

親会社

の子会

社

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

ベルギー

ブリュッ

セル市

157

百万米ドル

投資・金

融
－ なし

資金運

用

資金の貸

付
6,010 短期貸付金 6,606

同上

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

シンガ

ポール

4

千米ドル

地域統括

管理業務
－

兼任

2名

製品仕

入

コンサ

ルタン

ト業務

等

製品の仕

入
1,553 買掛金 262

コンサル

タント費

用等

631
未払金

短期リース債務

長期リース債務

182

107

605

同上

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

ベルギー

ブリュッ

セル市

272,313

千ユーロ

地域統括

管理業務
－ なし

製品仕

入

製品の仕

入
5 買掛金 0

 　（注）１. 上記資金の貸付につきましては、当社及びリーバイ・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　サービシーズとの貸付金契約に基づき要求払いの短期貸付であること及

　　　　　　 び貸付金利につきましては日本での運用金利を考慮した金利であること等を条件として行っております。

　　　 　２. 製品の取引条件は、上記兄弟会社から提示された総原価を基に、価格交渉の上決定しております。

　　　 　３. コンサルタント費用につきましては、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

　　　　　 　テッドが当社のために実施した種々のコンサルタント業務に関する費用を提示し、その内容を確認の上決

　　　　　 　定しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

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

１株当たり純資産額       429.22円

１株当たり当期純利益      46.89円

　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。

　  同左

　（注）　１株当たり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。

前事業年度
（自　平成16年12月１日
至　平成17年11月30日）

当事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当期純利益（百万円） 2,717 1,357

普通株主に帰属しない金額（百万円） 50 －

（うち利益処分による役員賞与金） (50) (－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,667 1,357

期中平均株式数（株） 28,945,379 28,942,450

（重要な後発事象）

前事業年度（自　平成16年12月１日　至　平成17年11月30日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30日）

　該当事項はありません。
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５．品目別販売実績

品目
前期 当期

数量 金額（百万円） 数量 金額（百万円）

メンズボトムス 3,510千本 16,910      3,339千本 15,953

レディースボトムス 1,359千本 6,963      1,199千本 5,918

メンズトップス 2,206千枚 4,290      1,774千枚 3,655

レディーストップス 553千枚 1,116 622千枚 1,101

リーバイ・ストラウス・シグネ

チャー
279千本 523 209千本 403

合計 － 29,803 － 27,031
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６．役員の異動（平成19年２月26日付）
１．代表者及び代表取締役の異動

　退任代表者

　代表取締役社長　パク・チャンクンは平成19年２月26日をもって満期退任の予定です。

 

２．その他の役員の異動

　退任取締役

　常務取締役　　　大澤美弥子は、平成19年２月26日をもって満期退任の予定です。

　取締役　　　　　ジョン・アール・アンダーソンは、平成19年２月26日をもって満期退任の予定です。

　新任取締役

  取締役　　　　　アラン・ヘッドは、平成19年２月26日をもって新任の予定です。　

　取締役　　　　　ポール・スミスは、平成19年２月26日をもって新任の予定です。

  取締役　　　　　ダニエル・オニールは、平成19年２月26日をもって新任の予定です。

  取締役（未定）　現在、代表権を有すべき取締役候補を採用検討中ですが、平成19年1月29日現在

　　　　　　　　　未定となっております。　　　　

 

  退任監査役

  監査役（常勤) 　船曳孝育は、平成19年２月26日をもって辞任の予定です。

  監査役（社外）　ダニエル・オニールは、平成19年２月26日をもって辞任の予定です。

　新任監査役

  監査役（常勤）　大泉浩志は、平成19年２月26日をもって新任の予定です。

　監査役（社外）　サンディ・エル・オングは、平成19年２月26日をもって新任の予定です。
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