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１．平成19年11月期の業績（平成18年12月１日～平成19年11月30日）

(1）経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年11月期 25,142 △7.0 1,214 △45.7 1,414 △40.5 715 △47.3

18年11月期 27,031 △9.3 2,235 △40.7 2,377 △39.8 1,357 △50.0

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年11月期 24 73 － － 6.2 8.0 4.8

18年11月期 46 89 － － 10.5 12.6 8.7

（参考）持分法投資損益 19年11月期 －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11月期 16,545 10,821 65.4 373 92

18年11月期 18,844 12,422 65.9 429 22

（参考）自己資本 19年11月期 10,821百万円 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11月期 1,552 384 △2,461 220

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 配当金総額
(年間)

配当性向
純資産
配当率（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 百万円 ％ ％

18年11月期  －  －  － 80 00 80 00 2,315 170.6 18.6

19年11月期  －  －  － 25 00 25 00 723 101.1 6.2

20年11月期（予想）  －  －  － 25 00 25 00 － 80.9 －

３．平成20年11月期の業績予想（平成19年12月１日～平成20年11月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 11,284 △15.5 410 △52.1 467 △49.8 265 △51.0 7 33

通期 25,000 △0.6 1,450 19.4 1,570 11.0 893 24.8 30 88

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

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、17ページ「会計処理方法の変更」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11月期 28,952,000株 18年11月期 28,952,000株

②　期末自己株式数 19年11月期 11,980株 18年11月期 10,540株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29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

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3ページを参照してください。
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１．経営成績
(1) 当期の経営成績

 当期における我が国の経済は、アジア・欧州向け輸出が順調に増加を維持するなど、緩やかな回復基調であった一

方、米国に端を発したサブプライム問題による影響の懸念、原油高、円高などの新たな問題にも直面するなど、楽観

できない様相を呈しました。また、国内では定率減税の廃止などにより、個人消費がやや伸び悩む傾向も見られまし

た。

 このような経済環境のもと、当社を取り巻く環境は、デニムマーケットの需要が冷え込むなど厳しいものとなり、

売上高は前年比7.0％減（会計処理の変更考慮後の実質比較では前年比10.1％減）の251億42百万円となりました。こ

の売上高の減少は、ジーンズの革新的な面を訴求する立体裁断ジーンズ「リ－バイス・エンジニアド・ジ－ンズ」に

注力したものの期待に及ぶまでの結果が得られなかったことや、秋冬物の売上が暖冬の影響もあり出足よりつまずい

たことが大きな要因となっています。

 売上総利益率は36.3％と前期比0.5％の増加（会計処理の変更考慮後の実質比較では前年比1.6％の減少）となりま

した。当社では本年より一貫して、当社や小売店での店頭在庫の適正化を重要課題に掲げ、様々な施策を行ってきま

した。その結果として、顧客ニ－ズのある海外の関連会社への輸出や新規出店を拡大中である直営店のファクトリ－

アウトレットでの販売を増加することができました。また、小売店での販売状況を鑑み、店頭在庫の販売促進をする

販売施策への転換が奏功したため、返品が減少し、返品調整引当金の繰り入れは大幅に減少しました。

 営業利益については前期比10億20百万円の減少（45.7％の減少）となりました。しかしながら、売上高経常利益率

については、5.6％と弊社の維持すべき目標としている5％を達成しました。売上が伸び悩むなかで、広告宣伝費や交

際費等をはじめとする販売費及び一般管理費を4億61百万円削減（会計処理の変更考慮後の実質比較）致しましたが、

売上の落ち込みを埋め合わせるまでは至りませんでした。

 また、平成20年度以降の組織改編に向けて、人的資源の適正配分を目的とし早期退職者を公募したため、特別退職

金が1億54百万円発生した結果、税引前純利益は前年比47.2％減の12億48百万円、税引き後純利益は前年比47.3％減

の7億15百万円となりました。

 

（2) 当社におけるマーケティング及び営業活動

 メンズカテゴリーにつきましては、当期上半期にリーバイス・ブランドの持つ革新的な面を訴求するため、立体裁

断ジーンズ「リーバイス・エンジニアド・ジーンズ」のキャンペーンを展開し、特にファッション感度の高い層にア

ピールいたました。また下半期にはリーバイス・ブランドの“伝統と革新”をバランスよく配した「ニュー・フロ

ム・オリジナル」をテーマに活動を実施いたしました。しかしながら、これらのキャンペーンがカテゴリー全体のボ

リュームを牽引するインパクトを与えられなかったこと、大手ジーンズチェーンの商品価格戦略の見直しによる商品

単価減少があったこと、暖冬の影響による秋冬商品の立ち上がりが不調だったことなどが影響し、当期メンズボトム

スは昨年比1.2％減の157億60百万円、トップスでは同11.4％減の32億39百万円の売上高となりました。

 一方レディースカテゴリーでは、当期上半期は昨年下半期に引き続き“禁断の果実”をテーマに、カラーを多用し

たキャンペーンを展開し、「リーバイス・レディ・スタイル」商品バリエーションの魅力を伝えました。また下半期

は、シルエットを奇麗に見せるロールアップ、バギー、フレアなどのボトムスのほか、トップスも充実させ、「リー

バイス・レディ・スタイル」からコーディネート提案をいたしました。しかしながら、ジーンズマーケット需要全体

の低迷に加え、メンズカテゴリーと同様大手ジーンズチェーンの商品価格戦略の見直しによる商品単価減少などが影

響し、通期レディースボトムスで昨年比16.4％減の49億50百万円、トップスは同26.8％減の8億6百万円の売上高とな

りました。

 またリーバイスストアでは、消費者との絆を深めるための店頭を媒体としたイベントや、リーバイスストアをテー

マとした消費者参加型のウェブCMコンテストなどの企画を展開しました。また、ストア限定販売のサブブランド「リー

バイス・フェノム」の売上げが好調に推移し、リーバイス・ブランドの革新的な面をアピールすることに貢献いたし

ました。

(3) 次期の見通し

 2008年度につきましても、ジーンズマーケット需要が大きく盛り上がることは期待できず、当社を取り巻く状況は

引き続き楽観できないものと考えられます。大きなポテンシャルを持っているレディースボトムスおよびメンズ、レ

ディーストップス分野の売上げを伸長させるために、市場の変化に対応した商品開発、ならびにサプライチェーンの

更なる改善を重要な課題と認識しています。また、消費者ニーズの予測精度向上、在庫管理の最適化、返品、値引等

の軽減を図る必要があります。

 2008年通期の業績予想につきましては、売上高は当期並みの250億円、経常利益は当期比11.0%増の15億70百万円、

当期純利益は当期比24.8％増の8億93百万円を見込んでおります。
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(4) 財政状態に関する分析

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5億24百万円減少して2億20百万円となりまし

た。当期中における各キャッシュ・フロ－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－）

営業活動の結果得られた資金は、前年同期と比較して9億45百万円増加の15億52百万円となりました。これは、税引

前当期純利益が11億16百万円減少しましたが、たな卸資産、仕入債務の減少に加え法人税等の支払額が12億96百万円

減少したためです。

（投資活動によるキャッシュ・フロ－）

投資活動により得られた資金は、前年同期と比較して13億18百万円減少の3億84百万円となりました。これは、前年

度の短期貸付金の純受取金額が17億67百万円であったのに対して当期は4億83百万円と大幅に減少したためです。

（財務活動によるキャッシュ・フロ－）

財務活動の結果使用した資金は、前年同期と比較して2億33百万円減少の24億61百万円となりました。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。

(5) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  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。

 当期は、純利益の減少を受け繰越利益剰余金が大幅に減少したこと、来期もジーンズマーケット需要の大きな盛り

上がりは期待できないことを考慮し配当金額を決定いたしました。

リーバイ・ストラウス　ジャパン（株）（9836）平成 19 年 11 月期 決算短信（非連結）

－ 4 －



２．企業集団の状況
 

〔事業系統図〕
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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、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プライド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・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。

 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。

 会社の重要な資産である人材については、引き続き市場の変化や要求に迅速に対応できるための能力の習得をサ

ポートし、適材適所への人員配置を通じて、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、継続的な収益性のある成長及びキャッシュ・フローを重視し、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。

リーバイ・ストラウス　ジャパン（株）（9836）平成 19 年 11 月期 決算短信（非連結）

－ 6 －



 

(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、市場の変化により早く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需要予測の精度向上、在庫管理の最適化、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) 内部管理体制の整備・運用状況  

コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」をご参

照ください。
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４．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年11月30日）

当事業年度
（平成19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 745 220  

２．受取手形 114 －  

３．売掛金 3,561 3,223  

４．製品 2,744 2,093  

５．原材料 243 264  

６. 前払金 － 14  

７．前払費用 113 79  

８．繰延税金資産 898 750  

９．未収入金 34 7  

１０．未収法人税等 － 322  

１１.短期貸付金 6,606 6,123  

１２.貸倒引当金 △3 △14  

流動資産合計 15,058 79.9 13,086 79.1 △1,971

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 2,822 2,861

減価償却累計額 1,506 1,316 1,587 1,274  

(2）機械装置 1,180 1,202

減価償却累計額 1,112 68 1,115 86  

(3）車両運搬具 16 16

減価償却累計額 15 0 15 0  

(4）器具備品 671 592

減価償却累計額 554 116 484 108  

(5）土地 809 809  

有形固定資産合計 2,312 12.3 2,279 13.8 △32

２．無形固定資産

(1）電話加入権 12 12  

(2）ソフトウェア 711 539  

無形固定資産合計 724 3.8 551 3.3 △172
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前事業年度
（平成18年11月30日）

当事業年度
（平成19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 313 310  

(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

4 110  

(3）繰延税金資産 436 317  

貸倒引当金 △4 △110  

投資その他の資産合計 750 4.0 627 3.8 △122

固定資産合計 3,786 20.1 3,458 20.9 △327

資産合計 18,844 100.0 16,545 100.0 △2,299

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．買掛金 ※１ 2,456 2,308  

２．未払金 ※１ 1,276 1,487  

３．未払費用 302 320  

４. 短期リース債務  107 104  

５．未払法人税等 241 0  

６．未払消費税等 36 0  

７．預り金 207 176  

８．返品調整引当金 684 494  

流動負債合計 5,314 28.2 4,892 29.6 △421

Ⅱ　固定負債

１．長期リース債務  605 463  

２. 退職給付引当金 446 366  

３．役員退職慰労引当金 56 1  

固定負債合計 1,107 5.9 831 5.0 △275

負債合計 6,421 34.1 5,724 34.6 △697

 （純資産の部）

 Ⅰ　株主資本

 　1.　資本金 ※２  5,213 27.7  5,213 31.5 －

 　2.　資本剰余金

 　    資本準備金　  1,541   1,541    

 　　  資本剰余金合計   1,541 8.2  1,541 9.3 －

 　3.　利益剰余金  

 　（1）利益準備金  1,303   1,303    

 　（2）その他利益剰余金         

       繰越利益剰余金  4,380   2,781    

 　　  利益剰余金合計   5,684 30.1  4,084 24.7 △1,599

　 4.  自己株式 ※３  △17 △0.1  △18 △0.1 △1

      株主資本合計   12,422   10,821  △1,601

   　 純資産合計   12,422 65.9  10,821 65.4 △1,601

 　　 負債・純資産合計   18,844 100.0  16,545 100.0 △2,299
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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 27,031 100.0 25,142 100.0 △1,889

Ⅱ　売上原価

１．期首製品たな卸高 2,739 2,744

２．当期製品製造原価 ※３ 14,835 13,570

合計 17,575 16,314

３．期末製品たな卸高 2,744 14,831 2,093 14,220  

４．支払ロイヤリティ ※３ 2,266 1,990  

売上原価 ※１ 17,097 63.2 16,210 64.5 △886

売上総利益 9,934 36.8 8,931 35.5 △1,002

返品調整引当金繰入額
（戻入益）

275 1.0 △190 △0.8 △465

返品調整引当金調整後
売上総利益

9,659 35.8 9,122 36.3 △537

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 7,423 27.5 7,907 31.5 483

営業利益 2,235 8.3 1,214 4.8 △1,020

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 7 29

２．雑収入 145 153 0.6 171 200 0.8 47

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 0 0

２．雑損失 10 11 0.0 0 0 0.0 △11

経常利益 2,377 8.8 1,414 5.6 △962

Ⅵ　特別利益

１．貸倒引当金戻入益 7 7 － － △7

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 3   11    

２. 減損損失 ※４ 16   －    

３. 特別退職金  － 19 0.1 154 166 0.7 146

税引前当期純利益 2,365 8.7 1,248 4.9 △1,116

法人税、住民税及び事
業税

1,125 266

過年度法人税等 21 －

法人税等調整額 △139 1,008 3.7 267 533 △2.1 △474

当期純利益 1,357 5.0 715 2.8 △641
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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 1,862 12.6 1,135 8.4 △727

２．外注加工費 12,323 83.1 12,161 89.6 △162

３．労務費 175 1.1 168 1.2 △7

４．経費 473 3.2 105 0.8 △368

当期総製造費用 14,835 100.0 13,570 100.0 △1,265

当期製品製造原価 14,835 13,570 △1,265

　（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）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成17年12月1日　至　平成18年11月30日）　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

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
 

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

自己株式の取得 － － － － － － △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
 

－ － － － △863 △863 △5 △868 △868

平成18年11月30日　残高
 

5,213 1,541 1,541 1,303 4,380 5,684 △17 12,422 12,422

当事業年度（自　平成18年12月1日　至　平成19年11月30日）　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

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18年11月30日　残高
 

5,213 1,541 1,541 1,303 4,380 5,684 △17 12,422 12,422

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － △2,315 △2,315 － △2,315 △2,315

当期純利益 － － － － 715 715 － 715 715

自己株式の取得 － － － － － － △1 △1 △1

利益処分による役員賞与 － － － － － － － － －

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
 

－ － － － △1,599 △1,599 △1 △1,601 △1,601

平成19年11月30日　残高
 

5,213 1,541 1,541 1,303 2,781 4,084 △18 10,821 10,821
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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 2,365 1,248  

減価償却費 232 291  

退職給付引当金の減少
額

△15 △79  

役員退職慰労引当金の
増加額（減少）

15 △54  

貸倒引当金の増加額
（減少）

△7 117  

返品調整引当金の増加
額（減少）

275 △190  

受取利息 △7 △29  

支払利息 0 0  

固定資産除却損 3 11  

減損損失 16 －  

売上債権の減少額 495 452  

破産債権等の増加額 － △105  

たな卸資産の減少額 86 629  

仕入債務の減少額 △652 △148  

未払金の増加額（減
少）

△257 211  

役員賞与の支払額 △50 －  

未払消費税等の減少 － △63  

その他 199 36  

小計 2,698 2,327 △371

利息の受取額 7 29  

利息の支払額 △0 △0  

法人税等の支払額 △2,099 △803  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

607 1,552 945
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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）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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

△62 △98  

有形固定資産の売却に
よる収入

－ －  

無形固定資産の取得に
よる支出

△1 －  

短期貸付金の減少額 1,767 483  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

1,703 384 △1,318

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

△5 △1  

リース債務の返済によ
る支出

△50 △144  

配当金の支払額 △2,170 △2,315  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,227 △2,461 △233

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額(減少額）

83 △524 △607

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

661 745 83

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
末残高

※1 745 220 △524
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重要な会計方針

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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。　　　

(3）退職給付引当金

　　　　　　　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。

(4）役員退職慰労引当金

同左

 (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。

(5) 役員賞与引当金

　　　　　　　同左
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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）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　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」に基づき本年度の決済レー

トにより換算しております。

同左

５．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

６．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

７．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。

　　　　　　　 　

同左
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　会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 （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。

　なお、減損損失累計額については改正後の財務諸表等

規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 （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。

 

 　　　　　___________________________

 （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。

           ____________________________

 　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （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。

 　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ （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、当事業年度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。この変更は販売

員派遣の商習慣の変化に伴い売上高と販売費をより適正に

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895万円増加し、販

売費及び一般管理費は同額増加しました。なお、営業利益、

経常利益、税引前当期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

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

 　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

 

　営業活動によるキャッシュ・フローの「破産債権等の

増加額」は、前期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、当期会計期

間より区分掲記しております。なお、前期会計期間の営

業活動によるキャッシュ・フローの「売上債権の減少

額」に含まれている「破産債権等の減少額」は６百万円

であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年11月30日）

当事業年度
（平成19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 565

科目 金額（百万円）

買掛金 －

未払金 534

※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）　　　　　　    10,540株 ※３　自己株式（普通株式）　　　　    　　11,980株
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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  215百万円 低価法による製品評価損     31百万円

※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       1,599百万円

(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

(1）給与・手当        1,815百万円

(2）臨時社員給与 1,011

(3）退職給付費用 31

(4）荷造運搬費 282

(5）広告宣伝費 1,451

(6）減価償却費 288

(7）家賃及び賃借料 650

(8）支払手数料 1,155

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72％

一般管理費に属する費用  約28％

販売費に属する費用 約74％

一般管理費に属する費用  約26％

※３　関係会社に係る注記 ※３　関係会社に係る注記

支払ロイヤリティ 2,266

ソフトウェア開発費　　 111

支払ロイヤリティ 1,990

ソフトウェア開発費　　 123

 

※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額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。
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（株主資本等変動計算書関係）

 　

 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ならびに自己株式の種類及び総数に関する事項

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）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

 

 2.配当に関する事項

　配当金支払額等

（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

　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度となるもの。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
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  利益剰余金 80 平成18年11月30日 平成19年2月27日
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 当事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30日）

 1.発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び総数に関する事項

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 10,540 1,440 － 11,980

合計 10,540 1,440 － 11,980

 （注）自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

 

 2.配当に関する事項

　配当金支払額等

（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

　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度となるもの。

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年2月27日

定時株主総会
普通株式 723  利益剰余金 25 平成19年11月30日 平成20年2月28日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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       745百万円 現金及び預金勘定          220百万円

　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。

　２．重要な非資金取引の内容

　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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 3 2

合計 5 3 2

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 5 0

合計 5 5 0

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 0

合計 1百万円

１年以内   0百万円

１年超 －

合計 0百万円

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。 

 　（注）リース資産に配分された減損損失はありません。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 

 　　

 

 

 

 　

（有価証券関係）

前事業年度（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。

当事業年度（平成19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。

（デリバティブ取引関係）

前事業年度（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。

当事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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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（退職給付関係）

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18年11月30日）

当事業年度
（平成19年11月30日）

(1）退職給付債務（百万円） △1,031 △1,058

(2）年金資産（百万円） 743 808

(3）未積立退職給付債務（百万円）(1)＋(2) △287 △249

(4）未認識数理計算上の差異（百万円） △158 △116

(5）貸借対照表計上額純額（百万円）

(3)＋(4)
△446 △366

(6）退職給付引当金（百万円） △446 △366

３．退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

退職給付費用（百万円）

(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5)
111 55

(1）勤務費用（百万円） 107 101

(2）利息費用（百万円） 16 22

(3）期待運用収益（百万円） △12 △19

(4）会計基準変更時差異の費用処理額

（百万円）
－ －

(5）数理計算上の差異の費用処理額

（百万円）
0 △49

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18年11月30日）

当事業年度
（平成19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（％） 2.1 2.0

(3）期待運用収益率（％） 2.4 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） － －
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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 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

 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　　 率との差異の原因となった主な項目別の内訳

　　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

　との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため

　注記を省略しております。

たな卸資産評価損    187百万円

ソフトウェア 39

広告宣伝費用 151

退職給付引当金 148

事業税 △13

返品調整引当金 200

未確定経費 321

減損損失 6

貸倒引当金 25

その他 9

繰延税金資産小計 1,076

評価性引当金 △8

繰延税金資産計 1,067

                 　　　　 

 　　　　　　　　　　　　同左

 

  

 

（持分法損益等）

 

　該当事項はありません。

  （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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（関連当事者との取引）

前事業年度（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)

83.6
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 15

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、売上高の一定率であります。。

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、

2007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

 　（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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当事業年度（自　平成18年12月１日　至　平成19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

兼任

　 1名

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

1,990 未払金 502

ソフトウェア

開発費等の支

払い

123 未払金 32

製品の仕入 － 買掛金 －

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、売上高の一定率であります。

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、

2007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

受取利息

9,087

29
短期貸付金 6,123

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 493 買掛金 43

    

コンサルタ

ント費用等
617

未払金

短期リース債務

長期リース債務

82

104

463

 　（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17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

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

１株当たり純資産額   373.92円

１株当たり当期純利益    24.73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17年12月１日
至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

当期純利益（百万円） 1,357 715

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－） (－）

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,357 715

期中平均株式数（株） 28,942,450 28,940,835

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年12月1日
 至　平成18年11月30日）

当事業年度
（自　平成18年12月1日
 至　平成19年11月30日）

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．その他
(1）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 3,339千本 15,953      3,305千本 15,760

レディースボトムス 1,199千本 5,918     1,057千本 4,950

メンズトップス 1,774千枚 3,655      1,674千枚 3,239

レディーストップス 622千枚 1,101 576千枚 806

リーバイ・ストラウス・シグネ

チャー
209千本 403 202千本 385

合計 － 27,031 － 25,142
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