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１．四半期財務情報の作成等に係る事項 
① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
② 最近会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 
２．平成 20 年１月期第３四半期財務・業績の概況（平成 19 年 2月 1日 ～ 平成 19 年 10 月 31 日） 
(1) 経営成績の進捗状況                       （百万円未満切り捨て） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期） 
純 利 益       

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年１月期第３四半期 16,960 ( △8.7) △559 (―) △472 (―) △333 (―)

19 年１月期第３四半期 18,586 (△12.2) △540 (―) △368 (―) △260 (―)

(参考) 19年１月期 26,770 391 614 275 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年１月期第３四半期 △3,049.16 ― 

19 年１月期第３四半期 △2,448.42 ― 

(参考) 19年１月期 2,567.25 2,522.56 
（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 
 
[経営成績の進捗状況に関する定性的情報等] 
当第３四半期における我が国の経済は、企業収益の改善を背景に設備投資や雇用の増加がみられ、緩や

かな回復基調が続いております。 

一方で、サブプライムローン問題に起因する米国経済の減速懸念や、危険な中国製製品の相次ぐ回収問

題等、海外市場の不安定要素に加え国内においても原油価格の高騰による生活必需品等の物価上昇や、定

率減税の廃止による可処分所得の減少等、消費者マインドの悪化もみられるようになりました。 

当社の属するアパレル業界においては、大きなトレンドの変化を促す要素に乏しく、個人消費の回復は

依然としてみられず、また全国各地で最高気温が更新された記録的な猛暑や残暑によって大幅な客数の低

下を招く等、大変厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況の下で、当社では８月より新ブランド「the paul frank store」の出店を開始し、10 月

末までに合計９箇所のショッピングセンターに出店いたしました。また同時に、その他のブランドで 11

箇所の売場から撤退し、売場の採算の改善に努めております。 

以上の結果、当第３四半期の売上高は 16,960 百万円、営業損失 559 百万円、経常損失 472 百万円となり

ました。 

また、平成 19 年８月 22 日、当社株式の公開買付けの終了後、平成 19 年 11 月 21 日開催の臨時株主総会

において選任された３名の取締役の就任、また１名の執行役員を外部より新たに受け入れ、経営体制の強

化を図りました。 

新たに専務取締役となりました岩本一仁は、長年にわたりアパレル業界に従事してまいり、国内に留ま

らずニューヨークでの駐在経験等、海外での豊富な経験も有しております。その他の役員および執行役員

もそれぞれ豊富な経験と知識を持ち、当社の経営および企業価値の向上にきわめて有益な人材であり、こ

れらの人材を加えた新経営陣の下で、当社は業績の改善に向けた新たな施策を実行に移しております。 

－1－ 

http://www.xxxxxxxxx.co.jp/
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株式会社ナルミヤ・インターナショナル（3364）平成 20 年１月期第３四半期財務・業績の概況（非連結） 
(2) 財政状態の変動状況                       （百万円未満切り捨て） 

 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１月期第３四半期 13,058 8,958 68.6 81,961.09 

19 年１月期第３四半期 13,927 9,085 65.2 83,126.41 

(参考) 19年１月期 14,068 9,621 68.4 88,032.20 

 
【キャッシュ・フローの状況】                     （百万円未満切り捨て） 
 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１月期第３四半期 △673 △1,633 △325 1,774 
19 年１月期第３四半期 △110 △1,173 250 3,617 
(参考) 19年１月期 754 △1,248 250 4,406 

 
 
[財政状態の変動状況に関する定性的情報等] 
(資産・負債・純資産の変動状況) 
当第３四半期における資産は、前事業年度末と比較して1,010百万円減少し13,058百万円となりました。 

その大きな要因は売掛金の減少 985 百万円によるものであります。 
負債は、前事業年度末と比較して 346 百万円減少し 4,099 百万円となりました。 

その大きな要因は支払手形・設備支払手形の減少 69 百万円及び買掛金の減少 249 百万円等によるものであ
ります。 
純資産は、前事業年度末と比較して 663 百万円減少し 8,958 百万円となりました。 

その大きな要因は配当金の支払及び四半期純損失の計上により利益剰余金が 661 百万円減少したこと等に
よるものであります。 
 
(キャッシュ・フローの状況) 
営業活動の結果使用した資金は、673 百万円となりました。これは主に、売上債権の減少 978 百万円等

があったものの、棚卸資産の増加 970 百万円や仕入債務の減少 265 百万円等の支出があったことによるも
のであります。 
投資活動の結果使用した資金は、1,633 百万円となりました。これは主に長期性預金の預入 1,100 百万

円、有形固定資産の取得 298 百万円によるものであります。 
財務活動の結果使用した資金は、325 百万円となりました。これは配当金の支払いによるものでありま

す。 
 
 
３．平成 20 年１月期の業績予想（平成 19 年２月１日 ～ 平成 20 年１月 31 日） 

 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

通     期 24,600 70 150 10 
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   91 円 49 銭 
 
[業績予想に関する定性的情報等] 
平成 20 年１月期の業績予想につきましては、上記のとおりに修正いたしました。同修正の内容ならびに

修正の理由につきましては、本日付「平成 20 年１月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下
さいますようお願い申し上げます。 
なお、上記の予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断し

たものであり、実際の業績は今後の要因によって予想値と異なる場合があります。 
 
 
○ 添付資料 

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書、（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 
生産・仕入及び販売の状況 

以  上 
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〔添付資料〕 
１．（要約）四半期貸借対照表 

（単位：千円） 
平成20年１月期 
第３四半期 

(平成19年10月31日現在) 

平成19年１月期 
第３四半期 

(平成18年10月31日現在)
増  減 

(参考) 
平成19年１月期 

(平成19年1月31日現在)科  目 
金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）      
Ⅰ 流動資産      
 1.現金預金 1,774,019 3,617,278 △1,843,258 △51.0 4,406,594

 2.受取手形 67,527 64,751 2,775 4.3 80,047

3.売掛金 3,273,575 3,586,078 △312,503 △8.7 4,259,009

4.たな卸資産 2,972,487 3,054,300 △81,813 △2.7 2,001,788

5.繰延税金資産 445,785 292,231 153,554 52.5 252,508

6.その他 331,085 368,970 △37,884 △10.3 195,490

貸倒引当金 △9,020 △10,588 1,567 △14.8 △10,413

流動資産合計 8,855,461 10,973,022 △2,117,560 △19.3 11,185,025

Ⅱ 固定資産   
 1.有形固定資産   

 (1)建物 398,787 470,254 △71,466 △15.2 389,547

 (2)車輌運搬具 1,396 2,661 △1,264 △47.5 1,961

 (3)工具、器具及び備品 35,300 44,285 △8,984 △20.3 38,469

 (4)土地 298,940 298,940 ― ― 298,940

有形固定資産合計 734,424 816,140 △81,716 △10.0 728,918

 2.無形固定資産 41,164 46,580 △5,416 △11.6 44,709

3.投資その他の資産   
 (1)投資有価証券 31,877 32,961 △1,083 △3.3 34,318

 (2)繰延税金資産 98,348 79,108 19,239 24.3 93,081

 (3)差入保証金 1,040,111 996,600 43,511 4.4 969,178

 (4)長期性預金 1,600,000 500,000 1,100,000 220.0 500,000

 (5)その他 663,736 494,790 168,946 34.1 522,053

貸倒引当金 △6,858 △11,447 4,588 △40.1 △8,651

投資その他の資産合計 3,427,216 2,092,013 1,335,202 63.8 2,109,980

固定資産合計 4,202,805 2,954,735 1,248,069 42.2 2,883,609

資産合計 13,058,266 13,927,757 △869,491 △6.2 14,068,634

（負債の部）   
Ⅰ 流動負債   

 1.支払手形 333,912 411,763 △77,851 △18.9 350,166

 2.買掛金 2,446,717 3,084,703 △637,986 △20.7 2,695,994

3.賞与引当金 229,350 229,250 99 0.0 105,256

4.返品調整引当金 55,454 64,770 △9,315 △14.4 34,334

5.設備支払手形 96,823 121,988 △25,165 △20.6 150,564

6.その他 824,042 778,018 46,024 5.9 970,431

流動負債合計 3,986,300 4,690,495 △704,194 △15.0 4,306,746

Ⅱ 固定負債   
 1.退職給付引当金 93,352 131,285 △37,933 △28.9 119,706

 2.その他 20,265 20,259 5 0.0 20,261

固定負債合計 113,618 151,545 △37,927 △25.0 139,968

負債合計 4,099,919 4,842,040 △742,121 △15.3 4,446,714
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平成20年１月期 
第３四半期 

(平成19年10月31日現在) 

平成19年１月期 
第３四半期 

(平成18年10月31日現在)
増  減 

(参考) 
平成19年１月期 

(平成19年1月31日現在)科  目 
金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

 1.資本金 920,550 920,550 ― ― 920,550

 2.資本剰余金   

 (1)資本準備金 1,124,950 1,124,950 ― ― 1,124,950

資本剰余金合計 1,124,950 1,124,950 ― ― 1,124,950

 3.利益剰余金   

 (1)利益準備金 12,500 12,500 ― ― 12,500

 (2)その他利益剰余金   

  任意積立金 7,000,000 7,000,000 ― ― 7,000,000

  繰越利益剰余金 △103,497 22,100 △125,597 ― 557,676

利益剰余金合計 6,909,002 7,034,600 △125,597 △1.8 7,570,176

株主資本合計 8,954,502 9,080,100 △125,597 △1.4 9,615,676

Ⅱ 評価・換算差額等   

1.その他有価証券評価 
 差額金 3,844 5,616 △1,771 △31.5 6,243

評価・換算差額等合計 3,844 5,616 △1,771 △31.5 6,243

純資産合計 8,958,347 9,085,716 △127,369 △1.4 9,621,919

負債純資産合計 13,058,266 13,927,757 △869,491 △6.2 14,068,634

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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２．（要約）四半期損益計算書 
（単位：千円） 

当第３四半期 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年10月31日) 

前第３四半期 

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年10月31日)

増  減 
(参考)平成19年１月期

(自 平成18年２月１日
至 平成19年１月31日)

科  目 
金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 16,960,520 18,586,486 △1,625,965 △8.7 26,770,919

Ⅱ 売上原価 7,444,736 8,166,042 △721,305 △8.8 11,800,243

  売上総利益 9,515,783 10,420,443 △904,660 △8.7 14,970,675

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,074,819 10,961,050 △886,231 △8.1 14,578,814

  営業利益又は営業損失(△) △559,036 △540,606 △18,429 ― 391,860

Ⅳ 営業外収益 88,726 177,105 △88,378 △49.9 226,993

Ⅴ 営業外費用 2,535 4,899 △2,364 △48.2 4,662

  経常利益又は経常損失(△) △472,844 △368,400 △104,444 ― 614,192

Ⅵ 特別利益 2,814 6,750 △3,935 △58.3 5,490

Ⅶ 特別損失 44,515 182,058 △137,543 △75.5 222,202

  税引前四半期(当期) 
    純利益(△純損失) △514,545 △543,709 29,163 ― 397,479

  法人税、住民税及び事業税 15,627 14,206 1,420 10.0 320,838

  法人税等調整額 △196,898 △223,724 26,825 ― △198,404

  未払法人税等取崩額 ― △73,661 73,661 ― ―

  四半期(当期)純利益(△純

損失) △333,273 △260,529 △72,743 ― 275,045

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



株式会社ナルミヤ・インターナショナル（3364）平成 20 年１月期第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

－6－ 

３．（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円） 

 
当第３四半期 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年10月31日) 

前第３四半期 

(自 平成18年２月１日 
至 平成18年10月31日) 

(参考)平成19年１月期 

(自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日)

区分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

  税引前四半期(当期)純利益(△純損失) △514,545 △543,709 397,479
  減価償却費 197,382 259,419 357,180
  長期前払費用償却費 4,817 ― ―
  減損損失 23,510 131,194 140,453
  退職給付引当金の減少額 △26,354 △32,661 △44,240
  貸倒引当金の減少額 △3,185 △23,968 △26,939
  賞与引当金の増加額 124,093 126,906 2,912
  返品調整引当金の増加額 21,120 34,705 4,268
  受取利息及び受取配当金 △18,924 △5,903 △10,144
  固定資産除却損 16,390 50,563 81,480
  固定資産売却損 ― 300 269
  売上債権の減少額 978,512 989,549 316,059
  たな卸資産の減少額(△増加額) △970,698 △1,042,649 9,862
  仕入債務の増加額(△減少額) △265,531 61,475 △388,830
  その他流動資産の減少額(△増加額) △47,187 △19,990 77,164
  その他流動負債の減少額 △81,536 △253,810 △53,989
  その他 7,302 4,514 4,515

小計 △554,831 △264,064 867,500
  利息及び配当金の受取額 17,236 5,903 6,584
  法人税等の支払・還付額 △136,019 147,876 △119,838
  営業活動によるキャッシュ・フロー △673,615 △110,284 754,246

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

  長期性預金の預入による支出 △1,100,000 △500,000 △500,000

  貸付金の回収による収入 534 3,120 3,259

  有形固定資産の取得による支出 △298,724 △456,798 △496,604

  有形固定資産の売却による収入 65 1,099 1,497

  無形固定資産の取得による支出 △6,876 △10,366 △12,555

  差入保証金の差入による支出 △88,910 △159,324 △159,397

  差入保証金の返還による収入 17,976 41,504 41,577

保険積立金の積立による支出 △88,606 △88,606 △118,142

長期前払費用の増加による支出 △65,928 ― ―

  その他 △2,966 △4,198 △7,731

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,633,436 △1,173,570 △1,248,096

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  株式の発行による収入 ― 525,456 525,456

  配当金の支払額 △325,523 △274,764 △275,454

  財務活動によるキャッシュ・フロー △325,523 250,691 250,002

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △2,632,574 △1,033,163 △243,847

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,406,594 4,650,441 4,650,441

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末(期末) 
    残高 1,774,019 3,617,278 4,406,594

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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４．生産、仕入及び販売の状況 
(1)生産実績 

 当第３四半期における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 
当第３四半期 (参考)平成19年１月期 

事業 
生産高（千円） 前年同期比（％） 生産高（千円） 

ジュニアブランド ― ― ― 

ベビー・トドラーブランド 20,439 28.9 72,447 

ヤングレディスブランド 96,986 97.6 119,292 

合計 117,425 69.0 191,740 

 （注）１ 金額は、販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(2)仕入実績 

 当第３四半期における仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 
当第３四半期 (参考)平成19年１月期 

事業 
仕入高（千円） 前年同期比（％） 仕入高（千円） 

ジュニアブランド 4,456,918 87.8 6,595,248 

ベビー・トドラーブランド 3,572,335 98.2 4,694,072 

ヤングレディスブランド 301,476 96.2 387,315 

合計 8,330,729 92.3 11,676,637 

 （注）１ 金額は、仕入価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(3)販売実績 

 ①当第３四半期における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 
当第３四半期 (参考)平成19年１月期 

事業 
販売高（千円） 前年同期比（％） 販売高（千円） 

ジュニアブランド 9,237,726 89.2 15,112,433 

ベビー・トドラーブランド 6,909,522 94.5 10,450,778 

ヤングレディスブランド 573,723 97.7 747,548 

ロイヤリティ収入 188,013 74.8 318,909 

その他 51,535 60.2 141,248 

合計 16,960,520 91.3 26,770,919 

 （注）１ 金額は、販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３ その他の主な内容は、コラボレーション企業からの商品販売手数料収入等であります。 
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②当第３四半期における販売実績をブランド別に示すと、次のとおりであります。 
当第３四半期 (参考)平成 19 年１月期 

ブランド 
販売高(千円) 前年同期比(%) 販売高(千円) 

ANGEL BLUE 2,044,674 80.1 3,626,124 

mezzo piano junior 1,889,743 95.3 2,878,371 

pom ponette junior  1,442,791 94.9 2,301,529 

DAISY LOVERS 1,712,848 90.8 2,749,741 

BLUE CROSS girls 794,840 80.1 1,397,129 

BLUE CROSS 1,352,827 95.4 2,159,537 

ジ
ュ
ニ
ア
ブ
ラ
ン
ド 

小  計 9,237,726 89.2 15,112,433 

MINI-K 780,890 69.4 1,571,085 

mezzo piano 3,753,849 97.8 5,342,549 

pom ponette 1,076,392 91.0 1,810,936 

DAISY LOVERS Paradise kids 639,908 104.0 919,386 

ANGEL BLUE kids 623,283 113.2 806,820 

paul frank 35,197 ― ― 

ベ
ビ
―
・
ト
ド
ラ
―
ブ
ラ
ン
ド 

小  計 6,909,522 94.5 10,450,778 

jusqua 545,173 92.9 746,802 

Pink Papillon 28,549 ― 746 

ヤ
ン
グ
レ
デ
ィ
ス
ブ

ラ
ン
ド 

小  計 573,723 97.7 747,548 
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