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1.  平成22年11月期第3四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年8月31日） 

（注）第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載しておりま
せん。 

(2) 連結財政状態 

（注）第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年11月期第3四半期 9,488 ― △1,808 ― △1,742 ― △3,028 ―
21年11月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年11月期第3四半期 △104.66 ―
21年11月期第3四半期 ― ―

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

22年11月期第3四半期 10,251 6,647 64.8 229.71
21年11月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年11月期第3四半期  6,647百万円 21年11月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年11月期 ― 0.00 ―
22年11月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。 

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 13,987 ― △2,006 ― △1,930 ― △3,210 ― △110.93



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続は終了しました。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率
については記載しておりません。 
２．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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P．３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年11月期3Q 28,952,000株 21年11月期  28,952,000株
② 期末自己株式数 22年11月期3Q  15,240株 21年11月期  15,140株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年11月期3Q 28,936,766株 21年11月期3Q 28,938,289株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成21年12月1日～平成22年８月31日）における弊社の売上高は94億88百万円とな

りました。当第３四半期も引き続き弊社の主要顧客である大手小売店の店頭売上の不振等が起因で卸売チャネルの

売上が著しく減少しました。販売価格帯も、高価格帯からより手頃な価格帯へシフトする傾向が継続しました。 

 一方、リーバイスストア、ファクトリーアウトレットは、昨年来の新規出店により売上が増加しましたが、既存

店は伸び悩んだため全体として大きな売上貢献には至りませんでした。 

 売上総利益については主にボトムスの高価格帯商品の売上が伸び悩んだため売上総利益率、売上総利益金額とも

に厳しい結果となりました。 

 また、販売費及び一般管理費につきましては、直営店の増加による店舗経費が増加するなかで当第３四半期に秋

冬のレディ－スボトムスの新商品ＣＵＲＶＥ ＩＤの販売開始のために広告宣伝費が発生しましたが、全般的に経

費削減を徹底しました。 

 また、本年１月に設立したＬＶＣ ＪＰ株式会社のグロ－バルのプレミアム商品も予定通りに事業が展開してお

りますが、事業の立ち上がりであり事業規模が小規模であることから当会計期間に与える影響は小規模なものとな

りました。 

 上記の結果より、売上高は94億88百万円、営業損失18億８百万円、経常損失17億42百万円、四半期純損失は、30

億28百万円となりました。 

 なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期との比較につい

ては記載しておりません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産の残高は102億51百万円となりました。その主な内訳は、売掛金11億

４百万円、商品及び製品21億81百万円、短期貸付金36億69百万円、有形固定資産21億83百万円であります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は36億３百万円となりました。その主な内訳は、買掛金17億89百

万円、未払金５億81百万円、退職給付引当金２億14百万円であります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は66億47百万円となりました。その主な内訳は、資本金52億13

百万円、資本剰余金15億41百万円であります。 

 なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期との比較について

は記載しておりません。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末の「現金及び現金同等物」（以下、「資金」という。）は、３億28百万円となりまし

た。   

 当第３四半期連結累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以下のとおりです。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果支出した資金は11億15百万円となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損失18億10百

万円に対して、売上債権８億44百万円の減少があったものの、未払金３億69百万円の減少及び特別退職金２億７百万

円の支払等により資金が減少したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は13億43百万円となりました。これは主として、短期貸付金15億７百万円の回収によ

り資金の増加があったこと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64百万円となりました。これは主として、ファイナンス・リース債務63百万円の支

払いよるものであります。 

 なお、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しておりますので、前会計年度末との比較について

は記載しておりません。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年７月14日付「平成22年11月期 第２四半期決算短信」にて発表いたしました連結業績予想から変更はあ

りません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 当社を取り巻く事業環境は依然として厳しいものと予想されますが、今後の業績の動向を注視して参ります。な

お、業績予想を見直す必要が生じた場合には、適時かつ適切に開示いたします。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

（注）当社は、第１四半期連結会計期間よりＬＶＣ ＪＰ株式会社を連結子会社とし、連結決算による開示に変

更しております。 

 なお、ＬＶＣ ＪＰ株式会社は開示府令第19条第10項に規定する特定子会社に該当いたしません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

（一般債権の貸倒見積高の算定方法） 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

（たな卸資産の評価方法） 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸資産高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地た

な卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックスプランニン

グを利用する方法によっております。 

 但し、前事業年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じ、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認め

られた場合は、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックスプランニングに当該著しい変化の影響を

加味したものを利用する方法によっております。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む事業年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（表示方法の変更） 

 前第３四半期会計期間において、有形固定資産に含めて表示しておりました「建物（純額）」は、資産総額の

100分の10を超えたため、第２四半期連結会計期間より区分記載することとしました。なお、前第３四半期会計

期間の有形固定資産に含まれる「建物（純額）」は1,201百万円であります。 

  

２．その他の情報
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 328

売掛金 1,104

商品及び製品 2,181

原材料及び貯蔵品 15

短期貸付金 3,669

その他 232

貸倒引当金 △11

流動資産合計 7,520

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 1,179

その他（純額） 1,003

有形固定資産合計 2,183

無形固定資産 139

投資その他の資産  

敷金及び保証金 408

投資その他の資産合計 408

固定資産合計 2,730

資産合計 10,251

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,789

未払金 581

リース債務 80

未払法人税等 63

返品調整引当金 194

その他 519

流動負債合計 3,227

固定負債  

リース債務 138

退職給付引当金 214

役員退職慰労引当金 23

固定負債合計 376

負債合計 3,603
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 5,213

資本剰余金 1,541

利益剰余金 △87

自己株式 △20

株主資本合計 6,647

純資産合計 6,647

負債純資産合計 10,251
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 9,488

売上原価 5,465

その他 764

売上総利益 3,258

返品調整引当金繰入額 △25

差引売上総利益 3,283

販売費及び一般管理費 5,092

営業損失（△） △1,808

営業外収益  

受取利息 3

為替差益 5

雑収入 56

営業外収益合計 65

営業外費用  

支払利息 0

営業外費用合計 0

経常損失（△） △1,742

特別損失  

固定資産除売却損 22

特別退職金 45

特別損失合計 67

税金等調整前四半期純損失（△） △1,810

法人税等 1,218

四半期純損失（△） △3,028
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 2,485

売上原価 1,547

その他 185

売上総利益 752

返品調整引当金繰入額 △162

差引売上総利益 915

販売費及び一般管理費 1,603

営業損失（△） △688

営業外収益  

受取利息 1

為替差益 15

雑収入 16

営業外収益合計 33

営業外費用  

支払利息 0

営業外費用合計 0

経常損失（△） △654

特別損失  

固定資産除売却損 19

特別退職金 19

特別損失合計 39

税金等調整前四半期純損失（△） △693

法人税等 29

四半期純損失（△） △723
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,810

減価償却費 227

退職給付引当金の増減額（△は減少） △46

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17

返品調整引当金の増減額（△は減少） △25

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 0

為替差損益（△は益） △5

雑収入 △56

有形固定資産除売却損益（△は益） 22

特別退職金 45

売上債権の増減額（△は増加） 844

たな卸資産の増減額（△は増加） △116

未収消費税等の増減額（△は増加） △105

仕入債務の増減額（△は減少） 333

未払金の増減額（△は減少） △369

未払費用の増減額（△は減少） 96

その他 △74

小計 △1,056

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △0

特別退職金の支払額 △207

法人税等の支払額 △16

法人税等の還付額 162

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,115

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 △139

無形固定資産の取得による支出 △5

貸付金の回収による収入 1,507

敷金の差入による支出 △30

敷金の回収による収入 11

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,343

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 △0

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △63

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 163

現金及び現金同等物の期首残高 164

現金及び現金同等物の四半期末残高 328
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該当事項はありません。 

  

  

①事業の種類別セグメント情報  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年12月1日 至 平成22年８月31日） 

 当社及び連結子会社の事業は、ジーンズ製造販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項

はありません。 

  

②所在地別セグメント情報 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年12月1日 至 平成22年８月31日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

③海外売上高  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年12月1日 至 平成22年８月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間から初めて四半期連結財務諸表を作成しているため、前

第３四半期連結累計期間の（セグメント情報）注記は記載しておりません。 

  

  

該当事項ありません。  

  

  

 平成22年９月３日、短期貸付金につき貸付先リーバイ・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 サービシーズの申し入れにより36億69百万円が返済されました。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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【参考】 
前事業年度及び前第３四半期累計期間に係る財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年11月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 164

売掛金 1,948

商品及び製品 1,827

原材料及び貯蔵品 253

前渡金 4

前払費用 67

繰延税金資産 502

未収還付法人税等 123

未収消費税等 12

未収入金 26

短期貸付金 5,176

貸倒引当金 △29

流動資産合計 10,078

固定資産  

有形固定資産  

建物 2,939

減価償却累計額 △1,752

建物（純額） 1,187

機械及び装置 1,185

減価償却累計額 △1,124

機械及び装置（純額） 60

車両運搬具 16

減価償却累計額 △16

車両運搬具（純額） 0

工具、器具及び備品 627

減価償却累計額 △528

工具、器具及び備品（純額） 99

土地 809

建設仮勘定 34

有形固定資産合計 2,191

無形固定資産  

電話加入権 12

ソフトウエア 238

無形固定資産合計 251

投資その他の資産  

敷金及び保証金 388

繰延税金資産 667

投資その他の資産合計 1,056
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（単位：百万円）

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年11月30日) 

固定資産合計 3,498

資産合計 13,577

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,455

未払金 1,215

未払費用 289

リース債務 85

預り金 154

返品調整引当金 219

流動負債合計 3,419

固定負債  

リース債務 202

退職給付引当金 261

役員退職慰労引当金 17

固定負債合計 481

負債合計 3,901

純資産の部  

株主資本  

資本金 5,213

資本剰余金  

資本準備金 1,541

資本剰余金合計 1,541

利益剰余金  

利益準備金 1,303

その他利益剰余金  

繰越利益剰余金 1,637

利益剰余金合計 2,940

自己株式 △20

株主資本合計 9,675

純資産合計 9,675

負債純資産合計 13,577

(注)　当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、
　　   前事業年度の個別財務諸表を参考資料として掲載しております。 
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（２）四半期損益計算書 
  第３四半期累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 13,216

売上原価 7,038

その他 1,054

売上総利益 5,123

返品調整引当金繰入額 △94

差引売上総利益 5,217

販売費及び一般管理費 5,478

営業損失（△） △260

営業外収益  

受取利息 16

雑収入 78

その他 5

営業外収益合計 100

営業外費用  

支払利息 0

営業外費用合計 0

経常損失（△） △160

特別利益 －

特別損失  

固定資産除売却損 1

特別退職金 7

特別損失合計 8

税引前四半期純損失（△） △168

法人税等 △76

過年度法人税等 13

四半期純損失（△） △104

(注)　当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、
 　　  前事業年度の個別財務諸表を参考資料として掲載しております。 
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（第３四半期会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 3,566

売上原価 1,916

その他 269

売上総利益 1,380

返品調整引当金繰入額 38

差引売上総利益 1,342

販売費及び一般管理費 1,662

営業損失（△） △320

営業外収益  

受取利息 2

雑収入 20

その他 8

営業外収益合計 32

営業外費用  

支払利息 0

営業外費用合計 0

経常損失（△） △288

特別利益 －

特別損失  

固定資産除売却損 1

特別損失合計 1

税引前四半期純損失（△） △289

法人税等 △138

過年度法人税等 13

四半期純損失（△） △163

(注)　当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、
　　   前事業年度の個別財務諸表を参考資料として掲載しております。 

リーバイ・ストラウス ジャパン株式会社（9836）　平成22年11月期　第3四半期決算短信

13



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △168

減価償却費 225

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

返品調整引当金の増減額（△は減少） △94

受取利息及び受取配当金 △16

支払利息 0

為替差損益（△は益） △5

有形固定資産売却損益（△は益） 1

特別退職金 7

売上債権の増減額（△は増加） 2,309

たな卸資産の増減額（△は増加） △192

仕入債務の増減額（△は減少） △1,053

未払金の増減額（△は減少） △724

未払消費税等の増減額（△は減少） △0

その他 △166

小計 85

利息及び配当金の受取額 16

利息の支払額 △0

特別退職金の支払額 △6

法人税等の支払額 △408

営業活動によるキャッシュ・フロー △313

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 △37

短期貸付金の増減額（△は増加） 960

その他 △32

投資活動によるキャッシュ・フロー 890

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 △0

リース債務の返済による支出 △69

配当金の支払額 △577

財務活動によるキャッシュ・フロー △648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71

現金及び現金同等物の期首残高 224

現金及び現金同等物の四半期末残高 153

(注)　当社は、第１四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、
　　  前事業年度の個別財務諸表を参考資料として掲載しております。 
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