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１．平成19年５月中間期の業績（平成18年12月１日～平成19年５月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年５月中間期 13,358 △10.1 857 △47.6 931 △45.5 542 △45.2

18年５月中間期 14,851 0.4 1,634 △21.3 1,709 △20.7 988 △34.7

18年11月期 27,031  2,235  2,377  1,357  

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

円 銭 円 銭

19年５月中間期 18 74 －  

18年５月中間期 34 16 －  

18年11月期 46 89 －  

（参考）持分法投資損益 19年５月中間期 ―百万円 18年５月中間期 ―百万円 18年11月期 ―百万円

(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

19年５月中間期 17,415 10,648 61.1 367 94

18年５月中間期 17,844 12,054 67.6 416 52

18年11月期 18,844 12,422 65.9 429 22

（参考）自己資本 19年５月中間期 10,648百万円 18年５月中間期 12,054百万円 18年11月期 12,422百万円

(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

19年５月中間期 642 1,441 △2,370 459

18年５月中間期 △1,444 3,563 △2,175 605

18年11月期 607 1,703 △2,227 745

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

18年11月期 －  －  －  80 00 80 00

19年11月期（予想） － － －  25 00 25 00

３．平成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）

（％表示は対前期増減率）

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

通期 26,765 △1.0 2,237 △0.1 2,362 △0.6 1,361 △0.3 47 00
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４．その他

(1）中間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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な

事項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　　　　　　　　有

　（注）詳細は、16ページ「中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(2）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） 19年５月中間期 28,952,000株 18年５月中間期 28,952,000株 18年11月期 28,952,000株

②　期末自己株式数 19年５月中間期 11,380株 18年５月中間期 10,040株 18年11月期 10,540株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については３ページ「1.経営成績（1）経営成績の

分析」をご覧ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 当中間会計期間における我が国の経済は、好調な輸出を背景とする企業収益好転や個人消費や雇用機会の改善にも見

られるように堅調ながら確実な回復基調となりました。

このような経済状況のなかで当社の当中間会計期間の業績は、売上高は前年同期比10.1%減の133億58百万円、経常利

益については前年同期比45.5%減の9億31百万円、中間純利益は、45.2%減の5億42百万円となりました。これには、様々

な要因がありますが、第一四半期で「リーバイス・エンジニアード・ジーンズ」のキャンペーンが、爆発的な売上に

までには至らなかったことに加えて、消費者がスキニージーンズから徐々に離れている市場背景のなかで極細のボト

ムスの売上が予想を下回ったことが挙げられます。また、小売店の低価格化戦略の影響を受け、トップスをはじめと

して売上が伸び悩んだことも要因として挙げられます。

 第二四半期は、当面の課題として掲げていた小売店の過剰在庫を改善することに注力しました。これは、小売店から

の商品の返品や店頭値引を極力抑え、小売店の保有在庫を適正量に保つことを目的としておりますが,当中間期末には

その効果はすでに現れております。また、定番商品の再活性化のためにより適切な商品をよりお求めやすく提供する

ように取り組んでまいりましたが、現在のところ非常に好調な出足となっています。

 当社の直営店であるファクトリー・アウトレットは、4月に北海道で千歳店、大阪にりんくう店を新規開店して合計

9店舗となりましたが、好調な売上を達成しております。これらは、主要小売店の店頭における新鮮さを保つべく一躍

を担っています。

 また、当社は、当中間会計期間に新しい経営陣への移行に取り組んでまいりました。その取り組みは、順調に進んで

おり近い将来にすべての移行が完了する予定です。事業基盤の強化にも取り組んでおり、昨年導入した基幹システム

であるSAPの十分な活用をしております。これらの効果が、本年に現われてくると思っております。

　売上総利益につきましては季節商品に対する在庫調整引当金の積み増しをしましたが、利益率が高いボトムスの売

上比率が高かったため前年並みとなりました。また、販売費及び一般管理費につきましては、一部の取引先につき不

良債権が発生したことにより貸倒引当金繰入額が1億71百万円生じましたが、（なお、この不良債権は、6月に一部回

収可能の運びとなりました。）全体的な経費削減に取り組んだ結果、売上高経常利益率は7.0%となり目標としている

5.0%は確保いたしました。

　さて、当年度下期の見込みですが、引き続き上半期から取り組んでいる課題であります弊社及び小売店の在庫の適

正化やより一層の経費管理を進めてまいります。また、新商品の発売や綿密な事業管理に取り組み売上高は堅調なが

ら比較的高い利益率を維持できるものと予想しております。従いまして通期の見通しにつきましては、当初予測の売

上高、利益並みになると予測しております。

 

(2）財政状態に関する分析

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、4億59百万円と前年同期と比較し1億46百

万円（24％）の減少となりました。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、得られた資金は6億42百万円となりました。14億44百万円の支出であった前年同期と比較して大幅

な増加となりましたが、大幅な仕入債務の増加、法人税等の支払額の減少があったためです。

（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14億41百万円となりました。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、23億70百万円となりました。主に配当金の支払金額であり、前年同期と比較して

1億95百万円の増加となりました。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

 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。
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２．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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３．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) 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。

(３) 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。

　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。
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　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。

(４) 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。

(５) 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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４．中間財務諸表
(1）中間貸借対照表

 
 

前中間会計期間末
(平成18年５月31日)

当中間会計期間末
(平成19年５月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18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  605   459   745   

２．受取手形  72   4   114   

３．売掛金  5,096   4,076   3,561   

４．たな卸資産  3,012   2,998   2,987   

５．繰延税金資産  736   898   898   

６．短期貸付金  4,775   5,134   6,606   

７．その他  369   185   147   

貸倒引当金  △5   △7   △3   

流動資産合計   14,663 82.2  13,749 78.9  15,058 79.9

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  1,361   1,292   1,316   

(2）機械装置  70   66   68   

(3）車両運搬具  0   0   0   

(4）器具備品  111   108   116   

(5）土地  809   809   809   

有形固定資産合計   2,353 13.2  2,278 13.1  2,312 12.3

２．無形固定資産   54 0.3  637 3.7  724 3.8

３．投資その他の資産 ※２  772 4.3  750 4.3  750 4.0

固定資産合計   3,180 17.8  3,666 21.1  3,786 20.1

資産合計   17,844 100.0  17,415 100.0  18,844 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  2,246   2,871   2,456   

２．未払金  1,269   1,487   1,276   

３．未払費用  260   137   302   

４．短期リース債務  －   108   107   

５．未払法人税等  779   409   241   

６．返品調整引当金  444   510   684   

７．その他  283   286   244   

流動負債合計   5,283 29.6  5,812 33.4  5,314 28.2

Ⅱ　固定負債           

１．長期リース債務  －   550   605   

２．退職給付引当金  458   403   446   

３．役員退職慰労引当金  46   0   56   

固定負債合計   505 2.8  954 5.5  1,107 5.9

負債合計   5,789 32.4  6,766 38.9  6,421 34.1

           

－ 7 －



 
 

前中間会計期間末
(平成18年５月31日)

当中間会計期間末
(平成19年５月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成18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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  5,213 29.2 5,213 29.9 5,213 27.7

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  1,541 1,541 1,541

資本剰余金合計  1,541 8.7 1,541 8.9 1,541 8.2

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  1,303 1,303 1,303

(2）その他利益剰余
金

    

繰越利益剰余金
 

 4,012 2,608 4,380

利益剰余金合計  5,315 29.8 3,911 22.5 5,684 30.1

４　自己株式  △16 △0.1 △18 △0.1 △17 △0.1

株主資本合計  12,054 67.6 10,648 61.1 12,422 65.9

純資産合計  12,054 67.6 10,648 61.1 12,422 65.9

負債純資産合計  17,844 100.0 17,415 100.0 18,844 100.0

－ 8 －



(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成17年12月１日
至　平成18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   14,851 100.0  13,358 100.0  27,031 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  9,354 63.0  8,601 64.4  17,097 63.2

売上総利益   5,497 37.0  4,756 35.6  9,934 36.8

返品調整引当金繰
入額(戻入益）

  34 0.2  174 1.3  275 1.0

返品調整引当金調
整後売上総利益

  5,462 36.8  4,931 36.9  9,659 35.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,828 25.8  4,074 30.5  7,423 27.5

営業利益   1,634 11.0  857 6.4  2,235 8.3

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  1   12   7   

２．その他  74   61   145   

営業外収益合計   76 0.5  74 0.6  153 0.6

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  0   0   0   

２．その他  0   0   10   

営業外費用合計   0 0.0  0 0.0  11 0.0

経常利益   1,709 11.5  931 7.0  2,377 8.8

Ⅵ　特別利益           

１．貸倒引当金戻入益  0   －   7   

　特別利益合計   0 0.0  － －  7 0.0

Ⅶ　特別損失           

１．固定資産除却損  0   4   3   

２. 固定資産減損損失  16   －   16   

特別損失合計   17 0.1  4 0.0  19 0.1

税引前中間(当期)
純利益

  1,693 11.4  927 6.9  2,365 8.7

法人税、住民税及
び事業税

※２ 705   385   1,125   

過年度法人税等  －   －   21   

法人税等調整額  － 705 4.7 － 385 2.9 △139 1,008 3.7

中間（当期）純利
益

  988 6.7  542 4.1  1,357 5.0

           

－ 9 －



(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（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（百

万円）
－ － － － △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

当中間会計期間（自平成18年12月1日　至平成19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

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円） － － － － △2,315 △2,315 － △2,315

利益処分による役員賞与（百

万円）
－ － － － － － － －

自己株式の取得（百万円） － － － － － － △1 △1

中間純利益（百万円） － － － － 542 542 － 542

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）
－ － － － △1,772 △1,772 △1 △1,773

平成19年5月31日　残高

（百万円）
5,213 1,541 1,541 1,303 2,608 3,911 △18 10,648
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成17年12月1日　至平成18年11月30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

事業年度中の変動額

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（百

万円）
－ － － － △50 △50 － △50

自己株式の取得（百万円） － － － － － － △5 △5

当期純利益（百万円） － － － － 1,357 1,357 － 1,357

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）

（百万円）

－ － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

（百万円）
－ － － － △863 △863 △5 △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
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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17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19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17年12月１日
至　平成18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

 1,693 927 2,365

減価償却費  77 147 232

退職給付引当金の増
加(減少)額

 △3 △42 △15

役員退職慰労引当金
の増加(減少)額

 6 △55 15

貸倒引当金の増加
（減少）

 △0 167 △7

返品調整引当金の増
加(減少)額

 34 △174 275

受取利息  △1 △12 △7

支払利息  0 0 0

固定資産処分損  0 4 3

固定資産減損損失  16 － 16

売上債権の減少(増
加)額

 △1,002 △404 495

破産債権等の減少
(増加)額

 － △164 －

たな卸資産の減少(増
加)額

 61 △10 86

仕入債務の増加(減
少)額

 △863 414 △652

未払金の減少額  △263 211 △257

役員賞与の支払額  △50 － △50

その他  △7 △161 199

小計  △302 846 2,698

利息の受取額  1 12 7

利息の支払額  △0 △0 △0

法人税等の支払額  △1,143 △216 △2,099

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △1,444 642 607

－ 12 －



 
 

前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19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17年12月１日
至　平成18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

 △33 △30 △62

無形固定資産の取得
による支出

 △1 － △1

短期貸付金の純減少
(増加)額

 3,598 1,471 1,767

その他  － － －

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 3,563 1,441 1,703

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

配当金の支払額  △2,170 △2,315 △2,170

リース債務の返済に
よる支出

 － △53 △50

その他  △4 △1 △5

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,175 △2,370 △2,227

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

 △56 △286 83

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 661 745 661

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※ 605 459 745
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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17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18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

　　　　同　　左

 

(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。

    

 (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

役員の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

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

　　　同　　　左

 

(5) 役員賞与引当金

　　　同　　　左

－ 14 －



項　　目 前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（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 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。

 

　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

税抜方式によっております。

 

７. 外貨建債権・債務に関す

　る会計基準

外貨建債権・債務については関

連会社との間で締結している

「固定外国為替レート契約」に

基づき本年度の固定レートによ

り換算しております。

　    　       　 同　　　左          同    左

８. 税効果会計に関する会計

  基準　

税効果会計について、合理的な

見積実効税率による簡便法によ

り法人税、住民税及び事業税を

計上しております。

 　　　　   同　　左  　　 　 同    左
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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の変更

項　　目 前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

１.固定資産の減損に係る会計

基準

当中間会計期間より、「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。

これにより税引前中間純利益は16

百万円減少しております。

なお、減損損失累計額については

改正後の中間財務諸表等規則に基

づき各資産の金額から直接控除し

ております。

 ───────────── 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。

 

 

２.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、経常利益及び税引前中

間純利益が、それぞれ14百万円減

少しております。

────────────── 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。

 

 

３.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。

なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間末におけ

る中間貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表

等規則により作成しております。

────────────── 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。

 

４.固定資産の減価償却方法  ──────────── 法人税法の改正 (「所得税法の一

部を改正する法律　平成19年３月

30日　法律第６号」及び「法人税

法施行令の一部を改正する政令　

平成19年３月30日　政令第83

号」）に伴い、平成19年４月１日

以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。

これによる損益に与える影響は軽

微であります。

 ────────────
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項　　目 前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

５.派遣販売員の人件費の処理

方法について

 

 ──────────── 従来、百貨店に対する派遣販売員

の人件費を売上高から控除してお

りましたが、当中間会計期間より

販売費及び一般管理費に計上する

方法に変更しております。この変

更は売上規模をより明確に表示す

るために行ったものであります。

この変更に伴い従来の方法によっ

た場合に比べ売上高が413百万円

増加し、販売費及び一般管理費が

同額増加しました。なお、営業利

益、経常利益、税引前中間純利益

に与える影響はありません。

 ────────────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年12月1日
至　平成18年5月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月1日
至　平成19年5月31日）

 　　　　　　─────────────

 

営業活動によるキャッシュ・フローの「破産債権等の減少（増

加）額」は、前中間会計期間において営業活動によるキャッ

シュ・フローの「売上債権の減少（増加）額」に含めて表示

しておりましたが、金額的重要性が増したため、当中間会計

期間より区分掲記しております。なお、前中間会計期間の営

業活動によるキャッシュ・フローの「売上債権の減少（増加）

額」に含まれている「破産債権等の減少（増加）額」は１百

万円であります。

－ 18 －



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18年５月31日）
当中間会計期間末

（平成19年５月31日）
前事業年度末

（平成18年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
    3,150百万円         3,246百万円     3,188百万円

※２　投資その他の資産から

控除した貸倒引当金
9百万円  168百万円   4百万円

（中間損益計算書関係）

項　　目
前中間会計期間

（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18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

  64百万円

  12百万円

    60百万円

    86百万円

      132百万円

   100百万円

※２ 　減損損失

 

当中間会計期間において、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。

 

 

※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 ───────
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（中間株主資本等変動計算書関係）

 前中間会計期間（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

 当中間会計期間（自　平成18年12月１日　至　平成19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 10,540 840 　― 11,380

 　　　　合計 10,540 840 ― 11,380

 （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19年2月26日

定時株主総会
普通株式 2,315 80  平成18年11月30日  平成19年2月27日
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 前事業年度（自　平成17年12月１日　至　平成18年11月30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）

当事業年度増加株式

数（株）

当事業年度減少株式

数（株）

当事業年度末株式数

（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 2,222 ― 10,540

 　　　　合計 8,318 2,222 ― 10,540

 （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19年2月26日

定時株主総会
普通株式 2,315 80  平成18年11月30日  平成19年2月27日

（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17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18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  605百万円 現金及び預金勘定 459百万円 現金及び預金勘定  745百万円
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（リース取引関係）

項　　目
前中間会計期間

（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（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

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 4 1

合計 5 4 1

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 3 2

合計 5 3 2

 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  1百万円

合計  3百万円

１年内 1百万円

１年超  － 百万円

合計  1百万円

１年内  1百万円

１年超  0百万円

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

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  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

　　　　同　　　左

 

 

（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。

（有価証券関係）

（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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（デリバティブ取引関係）

（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。

（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17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（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 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 367.94 円

１株当たり中間純利益 18.74 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17年12月１日
至　平成18年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日)

前事業年度
(自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日)

中間（当期）純利益（百万円） 988 542 1,357

普通株主に帰属しない金額

（百万円）
― ― ―

普通株式に係る中間（当期）純利益（百

万円）
988 542 1,357

期中平均株式数（株） 28,943,199 28,941,217 28,942,450

（ストック・オプション等関係）

 　　該当事項はありません。

（企業結合等）

 　　該当事項はありません。
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（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）

　当社は、民事再生開始を申し立てた株式会社発信グル－プに対して、既に締結していた「譲渡担保契約」に基

づき裁判所の決定により仮処分を執行し、発信グル－プが保有している弊社の在庫を保全しました。その後平成

19年6月22日に申立て会社より弊社の在庫につき返却することに同意し和解することが決定されました。

（前事業年度）

　当社取引先である株式会社発信グループは、平成19年2月21日東京地方裁判所へ民事再生開始の申立てを行い受

理されました。なお、同社に対する平成19年2月21日現在の債権額は167百万円であり、回収不能見込額は現在の

ところ不明であります。
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５．品目別販売実績

製品別

前中間会計期間
（自　平成17年12月１日
至　平成18年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18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） 1,838 8,880 1,577 8,266 3,339 15,953

レディースボトムス（千本） 690 3,205 511 2,661 1,199 5,918

メンズトップス（千枚） 1,145 1,940 962 1,762 1,774 3,655

レディーストップス（千枚） 419 652 367 499 622 1,101

リーバイ・ストラウス・

シグネチャー（千本）
94 172 88 169 209 403

合計 ― 14,851 ― 13,358 ― 27,031
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