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（百万円未満切捨て）

１．平成20年５月中間期の業績（平成19年12月１日～平成20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 ％

20年５月中間期 11,440 △14.4 622 △27.4 723 △22.3 275 △49.3

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

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

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

20年５月中間期 9 51 －  

19年５月中間期 18 74 －  

19年11月期 24 73 －  

（参考）持分法投資損益 20年５月中間期 －百万円 19年５月中間期 －百万円 19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

20年５月中間期 17,023 10,372 60.9 358 42

19年５月中間期 17,415 10,648 61.1 367 94

19年11月期 16,545 10,821 65.4 373 92

（参考）自己資本 20年５月中間期 10,372百万円 19年５月中間期 10,648百万円 19年11月期 10,821百万円

(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

20年５月中間期 1,032 △102 △776 374

19年５月中間期 642 1,441 △2,370 459

19年11月期 1,552 384 △2,461 220

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

19年11月期 -  -  -  25 00 25 00

20年11月期（予想） -  -  -  25 00 25 00

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

②　①以外の変更　　　　　　　　有

　（注）詳細は、17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） 20年５月中間期 28,952,000株 19年５月中間期 28,952,000株 19年11月期 28,952,000株

②　期末自己株式数 20年５月中間期 12,380株 19年５月中間期 11,380株 19年11月期 11,980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、24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

①当中間期の経営成績

　当年度上半期における日本経済は原油価格をはじめとする原材料及び小売価格の高騰により、不確かな先行きと物

価上昇をうけ個人消費者の購買意欲に翳りが見受けられました。このような経済状況のなかで当社を取り巻く環境は

厳しいものとなりました。特にレディース・カテゴリ－に顕著に見られたデニムマーケット需要の冷え込みが一昨年

より継続し、小売店における店頭販売が軒並みに減少しております。

　当年度上半期の売上高は前年同期比14.4％減少の114億40百万円となりました。昨年より重要課題として取り組んで

いる過剰在庫の適正化が進捗するなか、ボトムスについてはショ－トパンツ等比較的低価格帯の商品群の販売構成比

が上昇し、トップスについては小売店の低価格帯戦略の影響を受けました。当社の直営店であるリーバイス®ファクト

リ－アウトレットは、3月に南大沢店、4月に入間店が新規開店して合計12店舗となり過剰在庫の販売に貢献しまし

た。

　返品調整引当金調整後の売上総利益は、7億87百万円減少（前年同期比16.0％減）の41億44百万円となりました。ま

た、商品の生産地国での厳しいコストを取り巻く環境のもと調達原価を削減することが困難になったことも逆風とな

りました。

　販売費及び一般管理費は、効果的な経費管理を行ったこと、昨年同期と比較して売掛金の回収リスクが減少し貸倒

引当金繰入額が減少したことにより5億52百万円の削減となりました。

　以上により営業利益は2億34百万円減少の6億22百万円（前年同期比27.4％減）、経常利益は、7億23百万円（前年同

期比22.3％減）となりました。

　また、特別損失として今後の人的資源の適正配分を目的とし早期退職者を公募し特別退職金が2億42百万円発生した

ため税引前当期純利益は、4億81百万円（前年同期比48.1％減）となり、当期純利益は、2億75百万円（前年同期比

49.3％減）となりました。

 

②当期の見通し

　当年度下半期の取り組みとしては、5年ぶりに全世界でフルモデルチェンジをする旗艦商品の501®ジーンズに加え、

メンズではリーバイ・ストラウス ヨーロッパでビジネスの成長を牽引した「スクエア・トップ・ブロック」シリーズ、

レディースでは５ポケットの新定番シリーズを初めとした新商品を投入し、ＴＶ広告を含む強力なキャンペーンによ

る売上げの増進をはかります。また、商品の調達原価を抑えるため海外の関係会社にある商品調達部署とのより有効

な連携とその活用を検討していきます。この結果、通期の見通しにつきましては当初予測並みの売上高、利益になる

と想定しております。従いまして、現時点では通期の予想は変更ありませんが下期の事業の動向をより詳細に精査し

て参ります。

 

(2）財政状態に関する分析

①当中間会計期間末における資産、負債、純資産の状況は以下のとおりであります。 

（資産の部）

　当中間会計期間期末の資産の部は、前期末と比較して4億78百万円増加して170億23百万円となりました。これは、

売掛金の増加（前期末比8億3百万円増）、未収法人税等の減少（前期末比3億22百万円減）が主な原因です。

（負債の部）

　当中間会計期間期末の負債の部は、前期末と比較して9億26百万円増加して66億50百万円となりました。これは、買

掛金の増加（前期末比7億32百万円増）が主な原因です。

（純資産の部）

　当中間会計期間期末の純資産の部は、前期末と比較して4億48百万円減少して103億72百万円となりました。これは、

当期純利益2億75百万円が生じましたが、前事業年度の決算配当による支払があったためです。

②キャッシュフローの状況

　当中間会計期間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前期末より1億53百万円増加して3億74

百万円となりました。当期中におけるキャッシュ・フロ－の状況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－）

　営業活動による資金は、10億50百万円の受取（前年同期比4億8百万円増）となりました。これは、4億81百万円の税

引前中間純利益に対して、売上債権の増加額が8億3百万円ありましたが、仕入債務の増加が7億32百万円、棚卸資産の

減少が2億12百万円、前年度末の法人税等の還付額が3億12百万円あったためです。

　前年同期と比較して4億8百万円増加した主な原因は、仕入債務の増加がさらに3億17百万円増加したことと法人税等

が2億16百万円の支払から3億12百万円の受取となったためです。
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（投資活動によるキャッシュ・フロ－）

　投資活動による資金は、1億21百万円の支払（前年同期比15億62百万円減）となりました。前年同期と比較して大き

く減少した原因は、短期貸付金が14億71百万円の回収から40百万円の増加となったことによるものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロ－）

　財務活動の結果支出した資金は、7億76百万円（前年同期比15億94百万円減）となりました。これは主に前年度の配

当金の支払7億23百万円（前年比15億91百万円減）によるものであります。

 

(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。

　当期の配当は、当初予測通りの1株あたり25円を予定しております。

 

リーバイ・ストラウス　ジャパン株式会社（9836）平成 20 年 11 月期中間決算短信（非連結）

－ 4 －



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19年５月31日)

当中間会計期間末
(平成20年５月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19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  459   374   220   

２．受取手形  4   -　   -　   

３．売掛金  4,076   4,027   3,223   

４．たな卸資産  2,998   2,145   2,358   

５．繰延税金資産  898   827   750   

６. 短期貸付金  5,134   6,163   6,123   

７．未収法人税等  －   －   322   

８．その他  185   147   101   

貸倒引当金  △7   △16   △14   

流動資産合計   13,749 78.9  13,669 80.3  13,086 79.1

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物  1,292   1,271   1,274   

(2）機械装置  66   78   86   

(3）車両運搬具  0   0   0   

(4）器具備品  108   111   108   

(5）土地  809   809   809   

有形固定資産合計   2,278 13.1  2,271 13.3  2,279 13.8

２．無形固定資産   637 3.7  473 2.8  551 3.3

３．投資その他の資産 ※２  750 4.3  609 3.6  627 3.8

固定資産合計   3,666 21.1  3,354 19.7  3,458 20.9

資産合計   17,415 100.0  17,023 100.0  16,545 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．買掛金  2,871   3,041   2,308   

２．未払金  1,366   1,413   1,487   

３．未払費用  259   445   320   

４．短期リース債務  108   101   104   

５．未払法人税等  409   263   0   

６．返品調整引当金  510   385   494   

７．その他  286   258   176   

流動負債合計   5,812 33.4  5,909 34.7  4,892 29.6

Ⅱ　固定負債           

１．長期リース債務  550   395   463   

２．退職給付引当金  403   339   366   

３．役員退職慰労引当金  0   5   1   

固定負債合計   954 5.5  741 4.4  831 5.0

負債合計   6,766 38.9  6,650 39.1  5,724 34.6
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前中間会計期間末
(平成19年５月31日)

当中間会計期間末
(平成20年５月31日)

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19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 29.9 5,213 30.6 5,213 31.5

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 8.9 1,541 9.1 1,541 9.3

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
 

 2,608 2,333 2,781

利益剰余金合計  3,911 22.5 3,636 21.4 4,084 24.7

４　自己株式  △18 △0.1 △19 △0.1 △18 △0.1

株主資本合計  10,648 61.1 10,372 60.9 10,821 65.4

純資産合計  10,648 61.1 10,372 60.9 10,821 65.4

負債純資産合計  17,415 100.0 17,023 100.0 16,545 100.0
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年12月１日
至　平成19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   13,358 100.0  11,440 100.0  25,142 100.0

Ⅱ　売上原価 ※１  8,601 64.4  7,405 64.7  16,210 64.5

売上総利益   4,756 35.6  4,035 35.3  8,931 35.5

返品調整引当金繰
入額(戻入益）

  △174 1.3  △108 0.9  △190 △0.8

返品調整引当金調
整後売上総利益

  4,931 36.9  4,144 36.2  9,122 36.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  4,074 30.5  3,521 30.8  7,907 31.5

営業利益   857 6.4  622 5.4  1,214 4.8

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息  12   19   29   

２．その他  61   82   171   

営業外収益合計   74 0.6  101 0.9  200 0.8

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  0   0   0   

２．その他  0   -　   0   

営業外費用合計   0 0.0  0 0.0  0 0.0

経常利益   931 7.0  723 6.3  1,414 5.6

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却損  4   -　   11   

２. 特別退職金  －   242   154   

特別損失合計   4 0.0  242 2.1  166 0.7

税引前中間(当期)
純利益

  927 6.9  481 4.2  1,248 4.9

法人税、住民税及
び事業税

※２ 385   247   266   

法人税等調整額  － 385 2.9 △40 206 1.8 267 533 2.1

中間（当期）純利
益

  542 4.1  275 2.4  715 2.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年12月1日　至平成19年5月31日）

株主資本

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

（百万円）
5,213 1,541 1,541 1,303 4,380 5,684 △17 12,422 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 △2,315

自己株式の取得（百万

円）
－ － － － － － △1 △1 △1

中間純利益（百万円） － － － － 542 542 － 542 542

中間会計期間中の変動額合

計

（百万円）

－ － － － △1,772 △1,772 △1 △1,773 △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 10,648

当中間会計期間（自平成19年12月1日　至平成20年5月31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19年11月30日　残高

（百万円）
5,213 1,541 1,541 1,303 2,781 4,084 △18 10,821 10,821

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（百万円） － － － － △723 △723 － △723 △723

自己株式の取得（百万

円）
－ － － － － － △0 △0 △0

中間純利益（百万円） － － － － 275 275 － 275 275

中間会計期間中の変動額合

計

（百万円）

－ － － － 448 448 △0 448 448

平成20年5月31日　残高

（百万円）
5,213 1,541 1,541 1,303 2,333 3,636 △19 10,372 10,372
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年12月1日　至平成19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

事業年度中の変動額

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

自己株式の取得（百万

円）
-　 -　 -　 -　 -　 -　 △1 △1 △1

当期純利益（百万円） -　 -　 -　 -　 715 715 -　 715　 715

事業年度中の変動額合計

（百万円）
-　 -　 -　 -　 △1,599 △1,599 △1 △1,601 △1,601

平成19年11月30日　残高

（百万円）
5,213 1,541 1,541 1,303 2,781 4,084 △18 10,821 10,821
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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18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20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18年12月１日
至　平成19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

 927 481 1,248

減価償却費  147 149 291

退職給付引当金の減
少(増加)額

 △42 △26 △79

役員退職慰労引当金
の増加(減少)額

 △55 4 △54

貸倒引当金の減少
（増加）

 167 △108 117

返品調整引当金の減
少(増加)額

 △174 △108 △190

受取利息  △12 △19 △29

支払利息  0 0 0

固定資産処分損  4 -　 11

売上債権の増加(減
少)額

 △404 △803 452

破産債権等の減少
(増加)額

 △164 -　 △105

たな卸資産の減少(増
加)額

 △10 212 629

仕入債務の増加(減
少)額

 414 732 △148

未払金の減少(増加)
額

 89 △73 211

未払消費税等の増加
(減少)額

 -　 119 △63

その他  △39 159 36

小計  846 719 2,327

利息の受取額  12 19 29

利息の支払額  △0 0 △0

法人税等の支払額  △216 312 △803

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 642 1,050 1,552
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前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20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18年12月１日
至　平成19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

 △30 △62 △98

短期貸付金の純増加
(減少)額

 1,471 △40 483

その他  - △18 -

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,441 △121 384

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

配当金の支払額  △2,315 △723 △2,315

リース債務の返済に
よる支出

 △53 △52 △144

その他  △1 △0 △1

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,370 △776 △2,461

Ⅳ　現金及び現金同等物の
増加(減少)額

 △286 153 △524

Ⅴ　現金及び現金同等物の
期首残高

 745 220 745

Ⅵ　現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

※ 459 374 220
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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18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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

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

込額の当事業年度負担額を計上

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。
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項　　目 前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（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

基づき本年度の決済レートによ

り換算しております

　　　 同　　左 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 同　　左

６．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

７．税効果会計に関する会計

基準

税効果会計については簡便法に

より法人税、住民税及び事業税

を計上しております。

税効果会計については原則法に

より法人税、住民税及び事業税

を計上しております。

同　　左

８．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

　　　  同　　 左

 

　消費税等の会計処理

　　　　 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18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

１.固定資産の減価償却方法 法人税法の改正 (「所得税法等の

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。

──────────── 法人税法の改正 (「所得税法等の

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。

 

２.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。

──────────── 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

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895百万円増加

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、税引前当期純利益に与

える影響はありません。

 

３.税効果会計の処理方法につ

いて

──────────── 当中間会計期間より税効果会計に

ついては従来の簡便法に変えて原

則法により法人税、住民税及び事

業税を計上しております。これに

より中間純利益は6百万円減少し

ております。

 ────────────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年12月1日
至　平成19年5月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月1日
至　平成20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。

　────────────────────────── 
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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19年５月31日）
当中間会計期間末

（平成20年５月31日）
前事業年度末

（平成19年11月30日）

※１　有形固定資産の減価償

却累計額
        3,246百万円              3,273百万円          3,202百万円

※２　投資その他の資産から

控除した貸倒引当金
 168百万円     0百万円    110百万円

（中間損益計算書関係）

項　　目
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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

    60百万円

    86百万円

      70百万円

      78百万円

        119百万円

     172百万円

※２　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。

─────── ─────

※３　追加情報 ─────── 法人税法の改正（「所得税法等の一

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3月31日以前に取得した資産

については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取

得価額の5%に到達した事業年度によ

り、取得価額の5%相当額と備忘価額

との差額を5年間にわたり均等償却

し、減価償却費に含めております。

これにより、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が10百万円減少

しております。

──────
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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

 　　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

 当中間会計期間（自　平成19年12月１日　至　平成20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 11,980 400 ―　 12,380

 　　　　合計 11,980 400 ―　 12,380

 （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

 　　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20年2月27日

定時株主総会
普通株式 723 25  平成19年11月30日  平成20年2月28日
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 前事業年度（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 10,540 1,440 -　 11,980

 　　　　合計 10,540 1,440 -　 11,980

 （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

     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）

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 25  平成19年11月30日  平成20年2月28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18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19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 459百万円 現金及び預金勘定  374百万円 現金及び預金勘定  220百万円
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（リース取引関係）

項　　目
前中間会計期間

（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（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

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

― ― ―

合計 ― ― ―

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 5 0

合計 5 5 0

 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  － 百万円

合計  1百万円

１年内  -百万円

１年超  　 -百万円

合計   -百万円

１年内  0百万円

１年超  - 百万円

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

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

　　　　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）

 　　　　（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。

 

（ストック・オプション等関係）

　　　　（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。　

（企業結合等）

　　　　（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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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（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 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 358.42円

１株当たり中間純利益 9.51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18年12月１日
至　平成19年５月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日)

中間（当期）純利益（百万円） 542 275 715

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）
542 275 715

期中平均株式数（株） 28,941,217 28,939,870 28,940,835

（重要な後発事象）

（前中間会計期間）

　当社は、平成19年2月に民事再生開始を申し立てた株式会社発信グループに対して、既に締結していた「譲渡担

保契約」に基づき当社の在庫を保全しました。平成19年6月22日に株式会社発信グループは在庫の引渡しに同意し、

当社と発信グループ間で、当社の発信グループに対する再生債権168百万円を取り下げる和解が成立しま

した。同年7月以降返却された当社の在庫は、約53百万円（原価ベース）と見積もられていますが、当該在庫の処

分見込み額については現在評価中であります。

（当中間会計期間）

　該当なし。

（前事業年度）

　該当なし。
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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18年12月１日
至　平成19年５月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年12月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成18年12月１日
至　平成19年11月30日）

数量
（千本）

金額
（百万円）

数量
（千本）

金額
（百万円）

数量
（千本）

金額
（百万円）

メンズボトムス（千本） 1,577 8,266 1,501 7,354 3,305 15,760

レディースボトムス（千本） 511 2,661 548 2,579 1,057 4,950

メンズトップス（千枚） 962 1,762 663 1,078 1,674 3,239

レディーストップス（千枚） 367 499 252 326 576 806

リーバイ・ストラウス・

シグネチャー（千本）
88 169 24 89 202 385

ドッカーズ（千本） ― ― 2 12 ― ―

合計 ― 13,358 ― 11,440 　　―　 25,142
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