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平成 21 年 １ 月期   中間決算短信（非連結） 平成20年９月12日 

 

会 社 名  株式会社ナルミヤ・インターナショナル        上場取引所    ＪＡＳＤＡＱ 

コ ード番 号  ３３６４                   ＵＲＬ http://www.narumiya-net.co.jp） 

代 表 者 役職名 代表取締役執行役員社長  氏名 岩本 一仁 

問合せ先責任者 役職名 取締役執行役員常務管理本部長  氏名 上田 千秋     ＴＥＬ（03）6439－3500 
半期報告書提出予定日 平成 20 年 10 月 31 日                   
 
 
１．20年７月中間期の業績（平成20年２月１日～平成20年７月31日）            (百万円未満切捨て) 
(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 
 
20年７月中間期 
19年７月中間期 

百万円   ％
   9,528（△16.6）
   11,426（ △8.1）

百万円   ％
△911（ ― ）
△338（ ― ）

百万円   ％
△875（  ―  ）
△280（ ― ）

20年１月期 24,486 62 158 
 

 中間(当期)純利益 
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 

 
20年７月中間期 
19年７月中間期 

百万円   ％
△676（  ―   ）
△218（  ―   ）

円   銭 
△6,188.55 
△1,999.63 

円   銭 
― 
― 

20年１月期 6 60.98 ― 
(参考)持分法投資損益 20年７月中間期  ―百万円  19年７月中間期  ―百万円  20年１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
 
20年７月中間期 
19年７月中間期 

百万円 
          11,028 
          12,264 

百万円
           8,327 
           9,074 

％ 
75.2 
74.0 

円   銭 
75,858.78 
83,025.75 

20年１月期           12,617            9,296 73.7 85,055.51 

(参考)自己資本 20年７月中間期 8,291百万円  19年７月中間期 9,074百万円  20年１月期 9,296百万円 
 

(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

 
20年７月中間期 
19年７月中間期 

百万円 
678 
242 

百万円
△124 

     △1,301 

百万円 
△290 
△324 

百万円
2,250 
3,022 

20年１月期 △390 △1,702 △325 1,986 

 
 
２．配当の状況 
・現金配当 1株当たり配当金（円） 

 
 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

20年１月期 ― 3,000.00 3,000.00 

21年１月期（実績）    

21年１月期（予想） ― ― ― 

 
 

３．21年１月期の業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31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 20,700  △15.5 △200  ― △130  ― △330  ― △3,019  21
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 (参考) 21年１月期の連結業績予想（平成20年２月１日～平成21年１月31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 20,900    ― △195  ― △125 ― △328  ― △3,000  91

(注) 当中間会計期間においては非連結でありますが、32ページの重要な後発事象において記載のとおり、平成20 

  年８月８日に株式会社ミリカンパニーリミテッドの全株式を取得し子会社化しております。 

 

 

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 
 

 
(2) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数        20年７月中間期 109,300株 19年７月中間期 109,300株 20年１月期 109,300株 

② 期末自己株式数         20年７月中間期       －株 19年７月中間期    －株  20年１月期    －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、31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 
 

平成21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、平成20年９月10日付「平成21年１月期中間（単独）業績予想及び通期（連結・単
独）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可能性があります。 
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１.経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

（当中間期の経営成績） 

当中間期における我が国の経済は、原油価格の高止まりや米国経済の減速による企業収益の悪化、諸物価の高騰に

よる消費マインドの低下などにより、厳しい景況感の中で推移いたしました。また当社が属するアパレル業界におき

ましては、個人消費においてなお回復の兆しが見られず、業態間・企業間の格差や優劣に加え、天候不順などの影響

が見られました。このように競争が激化する環境にあって、価格競争や商品・サービスに対する消費者の選別が一段

と激しさを増し、厳しい経営環境が続いております。 

このような環境の中で、当社においては、平成20年３月14日に代表取締役執行役員社長に岩本一仁が就任し、新経

営体制の下で経営改革の推進と業績の向上を図って参りました。 

収益性の改善のための施策については、MINI-K、jusqua、Pink Papillon、の３ブランドを当中間期に廃止し、全ブ

ランドで合計113箇所の売場を閉鎖し、収益性の改善を図っております。 

売上高の向上のための施策としては、ショッピングセンターやアウトレットへの出店を行い、主要ターゲット層の

購買動向と販売チャネルのミスマッチを改善すると共に、インターネット等の無店舗販売を充実させ、潜在顧客の開

拓及び、ギフト需要の開拓も図っております。具体的には、無店舗販売を専門に行うアパレル・イーコマース運営部

を平成20年２月に新設し、インターネット及びモバイルによる販売、テレビショッピング、雑誌通販などの新チャネ

ルの強化を図りました。 

当中間期において、当社はこれらの施策を実施してまいりましたが、直ちに業績の回復をもたらすものではなく、

当中間期の売上高は9,528百万円（前年同期比16.6％減）、経常損失875百万円（前年同期 経常損失280百万円）、中間

純損失676百万円（前年同期 中間純損失218百万円）となりました。 

 

（当期の見通し） 

当期の見通しといたしましては、米国経済の回復は見込めず、また中国におけるバブルの崩壊や韓国経済の低迷な

どの外的環境の悪化に加え、国内においても資源価格の高止まりと、企業収益の悪化によりスタグフレーションの発

生が懸念されており、引き続き予断を許さない状況で推移すると予測されております。 

このような環境の下で当社は、平成20年８月に新ブランド「ANNA SUI mini（アナ スイ・ミニ）」を発表いたしま

した。ニューヨークの人気デザイナー「ANNA SUI」のもつ普遍的ブランドロイヤリティーを活かした、これまでの当

社のブランドとは異なるテイストを持つ、世界初の「ANNA SUI」の子供服であります。 

また、同月には株式会社ミリカンパニーリミテッドの株式を取得し子会社化いたしました。同社は新生児向けのア

イテムを主力とするアパレルメーカーであります。新生児からジュニアまでの高級子供服を扱う当社にとって、新生

児向けのアイテムは、新規顧客の獲得という点で、事業戦略における重要性を高く位置づけております。 

その他、今秋には中国国内の百貨店への出店が決定いたしました。まずは上海久光百貨店及び、蘇州久光百貨店へ

出店し、これを足がかりに本格的な中国への進出を行ってまいります。 

また、経費削減の為に、物流部門と企画部門において希望退職者の募集を行っております。物流部門においては業

務のアウトソースを行い、物流業務とその付随業務のコスト削減を図ります。 

これらの、売上高の改善のための施策と、経費削減のための施策を併せて実行することにより、収益率の改善を図

ってまいります。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当中間期末における資産は、前期末と比較して1,588百万円減少し11,028百万円となりました。その大きな要因は売

掛金の減少1,539百万円及びたな卸資産の減少416百万円によるものであります。 

負債は、前期末と比較して618百万円減少し2,701百万円となりました。その大きな要因は買掛金の減少440百万円等

によるものであります。 

 純資産は、前期末と比較して969百万円減少し8,327百万円となりました。その大きな要因は配当金の支払及び中間

純損失の計上により利益剰余金が1,004百万円減少したこと等によるものであります。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当中間期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末の残高1,986百万円に対して263百

万円増加し、2,250百万円となりました。 

  当中間期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、678百万円(前年同期は242百万円の収入)となりました。これは主に、税引前中

間純損失984百万円及び仕入債務の減少528百万円等があったものの、売上債権の減少1,587百万円及びたな卸資産の

減少416百万円があっ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） 

  投資活動の結果使用した資金は、124百万円(前年同期は1,301百万円の支出)となりました。これは主に、新規出

店及びリニューアル等に伴う有形固定資産取得による支出169百万円の支出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) 

  財務活動の結果使用した資金は、290百万円(前年同期は324百万円の支出)となりました。これは主に、配当金の

支払によるものであります。 

 

③キャッシュ・フロー関連指標の推移  

当社のキャッシュ・フローの指標は次のとおりであります。 

 平成19年1月期 平成20年1月期 平成20年７月期 

自己資本比率(％) 68.4 73.7 75.2

時価ベースの自己資本比率(％) 50.1 44.2 48.2

債務償還年数(年) ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ―

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標は、いずれも単体ベースの財務数値により計算しております。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、貸借対照表に計上している負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりますが、当

社におきましては該当がありません。また、利払いにつきましても同様であります。 

※「債務償還年数（年）」につきましては、有利子負債がありませんので「―」表示としております。 

※「インタレスト・カバレッジ・レシオ」につきましては有利子負債がありませんので「―」表示としております。 

 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

当社は、常に業績向上をめざし、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題として認識しております。 安定し

た配当を継続して実施することを目指すとともに、経営環境の急激な変化に備えた経営基盤の一層の強化と、将来の

事業展開を考慮しつつ、必要な内部留保を確保し企業体質の強化を図ってまいります。また、当社では、配当金のほ

かに、株主の皆様への利益還元の一環として、株主優待制度を設けております。  

当社はこれまで、株主の皆様への利益還元のために、毎年度3,000円の配当を実施しておりましたが、平成20

年９月10日付「平成21年１月期中間（個別）業績予想及び通期（連結・個別）業績予想の修正に関するお知らせ」

にて開示しましたとおり、通期の個別業績において330百万円の当期純損失を計上する見込みとなったことから、

１株当たりの期末配当を無配に修正させて頂きたく存じます。 
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（４）事業等のリスク 

当社の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。ただし、

これらのリスクに対しては、その影響を 小限とするよう努めております。また、本項においては、将来に関する事

項が含まれておりますが、当該事項は当中間期末時点において判断したものであります。 
① 消費動向及び季節要因の影響 

当社はトレンド性の高いアイテムを中心とした商品戦略を展開しているため、ファッショントレンドの推移や、

極端な冷夏、暖冬、長雨等の異常気象は当社の売上げに大きな影響を与えます。 
当社では異なるテイストを持つブランドを多面的に展開することによって、ファッショントレンドの変化に伴っ

て特定のブランドの売上高が減少した場合にも、他のブランドで補うことで、全体的な業績の変動を緩和できるよ

うな体制の構築を目指しております。 
しかしながら、当社が販売する各種アイテムは、企画から生産を経て店頭に展開されるまでに５ヶ月から８ヶ月

程度の期間を要するため、企画段階で想定したファッショントレンドが商品展開までの間に大きく変化した場合は、

顧客ニーズとの間にミスマッチを起こし、当社の業績に悪影響を与える可能性があります。 
 

② 個人情報保護について 
当社は百貨店内の売場や、オンラインショップなどの運営に当たって、多くの顧客の個人情報を保有いたしてお

ります。そのため、個人情報の保護については、内部管理体制を厳重に定め、外部への情報漏洩がないよう、細心

の注意を払っております。 
しかしながら、万一の事態により、個人情報の漏洩等が発生した場合、当社の社会的信用の失墜や、損害賠償請

求等により、当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 
 

③ 中国での生産について 
当社では、販売アイテム数のうち、およそ８割の製品を中国で生産いたしております。これらの中国生産品に対

する支払いは、全て国内商社を経由して円建てで行っており、為替相場の変動については直接的なリスクはありま

せん。ただし、中国国内における政治的あるいは、市場的な環境の変化は当社の生産体制に悪影響を及ぼすリスク

があります。 
 
④ 為替変動による影響について 

「ポール・フランク」においては、米国からの輸入品を取り扱っており、仕入代金の決済は米ドル建てで決済し

ております。そのため、換算時の市場為替レートにより円換算額が売上原価に反映され、ドル高が進行した場合は

原価高となるリスクがあります。 
 

 

 

２.企業集団の状況 

該当事項はありません。 

 

 

３.経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は平成７年８月の設立時より、ベビー・トドラーからジュニアまでの幅広い子供世代の生活・文化を豊かに

する企業を目指し、「子供たちに夢を与え続けるとともに、子供たちのトータルライフスタイルをプロデュースす

る」ことを基本方針としております。このような経営方針のもと、高品質はもとより、個性を演出できるこだわり

の商品を常に消費者に提供するとともに、経営効率を高め、株主様、お取引先様、顧客様、従業員にとって価値あ

る企業であり続けるよう努力してまいります。 

 

（２）目標とする経営指標 

当社は、継続的な事業の拡大を通じて企業価値と企業体力を高めていくことを経営の目標に掲げております。経

営指標としては、事業及び企業の収益力を表す各利益項目を重視し、特に売上高経常利益率とキャッシュ・フロー

を重視し、その改善を目指しております。 
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（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社は、当社を取り巻く厳しい環境の中で、さらなる事業の拡大と企業価値の向上を図るために、中長期的な経

営戦略として、以下の施策に取り組んでおります。 

 

①ブランド戦略の再構築 

当社の財産でもある既存のオリジナルブランドの再活性化を目的として、平成20年９月にマーケティングを専門

に行うマーケティング室を新設しております。これにより、ブランド戦略の策定から商品開発までを考慮したマー

ケティング戦略、マーチャンダイジング戦略を立案し、「ナルミヤブランド」の存在感・求心力を総合的に高めて

いくことを目標とします。また、今回「ANNA SUI」とのコラボレーションによる「ANNA SUI mini」を発表したよう

に、今後も様々な著名ブランドとの提携による新ブランドの新規導入を考えております。既存ブランドの活性化と

新ブランド導入により、ブランドのナルミヤという、市場における支持を更に一層堅固なものにしていきます。 

 

②Ｍ＆Ａの積極的な実施による事業の拡大 

平成20年８月に株式会社ミリカンパニーリミテッドの全株式を取得し子会社化しております。今後も、様々なコ

ネクションを通じて、価値あるブランドや企業を対象としたＭ＆Ａや提携を模索し、事業の拡大を図ってまいりま

す。 

 

③「安心・安全委員会」の新設 

これまで、品質管理を担っておりました品質管理部に加え、事業のグローバル化に対応した品質管理を強化する

ために、取締役会の諮問機関として「安心・安全委員会」を新設しております。危険な中国製品の蔓延や各種偽装

問題などで、国民の品質に対する関心が高まる昨今において、当社においても、これまで以上に品質の向上に努め

る必要があると考えております。「安心・安全委員会」の新設に伴い、既存の品質管理システムを一から見直し、

市場の信頼に応えると共に、新たな付加価値を生み出していきたいと考えております。 

 

④社内情報インフラの改善 

平成20年９月に情報システム部を新設しております。今後はシステム強化のために積極的に投資を行い、基幹シ

ステムの充実やグループウェアの導入による業務の電子化及び、各売場への端末の導入等、社内の情報インフラの

整備を早急に行い、業務の効率化を図ってまいります。 

 

⑤オンラインショップ等の無店舗販売の拡充 

当中間期より、無店舗販売を専門に行うアパレル・イーコマース運営部を新設し、インターネット販売、テレビ

ショッピング、雑誌通販などの強化を図っております。 

とりわけ、インターネット販売についてはこれを重視しており、積極的な投資を行って自社ウェブサイト内のオ

ンラインショップをリニューアルし、大量の受注に対応できるよう機能と人員を大幅に強化いたします。また、急

速に拡大しつつあるモバイル市場にも対応するために、オンラインショップのリニューアルに併せて、携帯電話専

用サイトも同時に開設いたします。 

 

 

（４）会社の対処すべき課題 

  平成20年１月期決算短信（平成20年３月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

（当社ホームページ） 

 http://www.narumiya-net.co.jp/ 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 
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（５）内部管理体制の整備・運用状況 

当事項につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照ください。 

 

（６）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 
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４.中間財務諸表 

（１）中間財務諸表 

  
前中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成20年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年1月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  3,022,414 2,250,195 1,986,949 

２ 受取手形  76,131 51,391 100,369 

３ 売掛金  2,807,296 2,395,652 3,935,147 

４ たな卸資産  1,708,122 1,480,625 1,897,274 

５ 繰延税金資産  355,636 413,929 247,245 

６ その他  262,361 152,620 229,042 

  貸倒引当金  △7,897 △244 △403 

流動資産合計   8,224,065 67.1 6,744,170 61.2  8,395,626 66.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物 ※１ 355,477 296,525 329,320 

(2) 車両運搬具 ※１ 1,554 902 1,239 

(3) 工具、器具及び
備品 

※１ 37,925 34,618 32,174 

(4) 土地  298,940 298,940 298,940 

   計  693,897 5.7 630,986 5.7 661,673 5.3

２ 無形固定資産  39,106 0.3 52,400 0.5 52,368 0.4

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  34,065 29,181 29,580 

(2) 繰延税金資産  91,450 304,225 150,376 

(3) 差入保証金  952,201 1,002,743 1,060,688 

(4) 保険積立金  － 563,890 － 

(5) 長期性預金  1,600,000 1,600,000 1,600,000 

(6) その他  636,941 107,099 672,697 

 貸倒引当金  △7,349 △6,169 △5,980 

  計  3,307,309 26.9 3,600,970 32.6 3,507,362 27.8

 固定資産合計   4,040,314 32.9 4,284,356 38.8  4,221,404 33.5

資産合計   12,264,379 100.0 11,028,526 100.0  12,617,031 100.0

    



    株式会社ナルミヤ・インターナショナル（3364）平成 21 年１月期中間決算短信（非連結） 

 

- 9 -

 

  
前中間会計期間末 

(平成19年７月31日) 

当中間会計期間末 

(平成20年７月31日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年1月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形  286,403 150,482 238,382 

２ 買掛金  1,692,181 1,243,428 1,683,551 

３ 未払法人税等  37,526 22,995 20,201 

４ 未払消費税等  15,762 18,049 10,497 

５ 賞与引当金  91,740 99,372 100,040 

６ 返品調整引当金  23,452 21,859 39,795 

７ 設備支払手形  122,810 126,908 156,511 

８ 株主優待引当金  － 45,813 － 

９ その他  801,578 719,419 902,162 

流動負債合計   3,071,455 25.0 2,448,328 22.2  3,151,143 25.0

Ⅱ 固定負債    

１ 退職給付引当金  97,944 131,208 149,053 

２ 役員退職慰労引 
当金 

 － 60,242 － 

３ その他  20,264 61,692 20,267 

固定負債合計   118,208 1.0 253,143 2.3  169,320 1.3

負債合計   3,189,664 26.0 2,701,471 24.5  3,320,463 26.3

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   920,550 7.5 920,550 8.4  920,550 7.3

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 9.2 1,124,950 10.2  1,124,950 8.9

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    

 別途積立金  7,000,000 6,908,541 7,000,000 

 繰越利益剰余金  11,216 △676,408 236,441 

  利益剰余金合計   7,023,716 57.3 6,244,633 56.6  7,248,941 57.5

株主資本合計   9,069,216 74.0 8,290,133 75.2  9,294,441 73.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  5,498 0.0 1,231 0.0  2,125 0.0

評価・換算差額等
合計 

  5,498 0.0 1,231 0.0  2,125 0.0

Ⅲ 新株予約権   － － 35,689 0.3  － －

純資産合計   9,074,715 74.0 8,327,054 75.5  9,296,567 73.7

負債純資産合計   12,264,379 100.0 11,028,526 100.0  12,617,031 100.0
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（２）中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

当中間会計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成19年２月１日 
 至 平成20年１月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   11,426,838 100.0 9,528,573 100.0  24,486,441 100.0

Ⅱ 売上原価   5,090,143 44.5 4,207,983 44.2  10,840,493 44.3

  売上総利益   6,336,694 55.5 5,320,590 55.8  13,645,947 55.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  6,674,923 58.4 6,232,375 65.4  13,583,751 55.5

営業利益又は営業損
失（△） 

  △338,228 △2.9 △911,785 △9.6  62,196 0.2

Ⅳ 営業外収益 ※２  57,851 0.5 37,550 0.4  115,572 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※３  247 0.0 1,582 0.0  19,073 0.1

経常利益又は経常損
失（△） 

  △280,624 △2.4 △875,816 △9.2  158,695 0.6

Ⅵ 特別利益   3,447 0.0 － －  11,389 0.0

Ⅶ 特別損失 ※4,5  31,825 0.3 108,439 1.1  87,526 0.3

   税引前中間(当期) 
   純利益(△純損失) 

  △309,001 △2.7 △984,256 △10.3  82,557 0.3

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 10,544 12,071 138,111 

   未払法人税等取崩額  － － △13,012 

   法人税等調整額  △100,986 △90,441 △0.8 △319,919 △307,848 △3.2 △49,207 75,892 0.3

中間(当期)純利益
(△純損失) 

  △218,559 △1.9 △676,408 △7.1  6,665 0.0
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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 19 年２月１日 至 平成 19 年７月 31 日）          

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

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 別途積立金
繰越利益 

剰余金 

平成 19 年１月 31 日残高 

（千円） 
920,550 1,124,950 1,124,950 12,500 7,000,000 557,676 7,570,176 9,615,676

中間会計期間中の変動額   

剰余金の配当  △327,900 △327,900 △327,900

中間純損失  △218,559 △218,559 △218,559

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

  

中間会計期間中の変動額

合計     （千円） 
― ― ― ― ― △546,459 △546,459 △546,459

平成 19 年７月 31 日残高 

(千円) 
920,550 1,124,950 1,124,950 12,500 7,000,000 11,216 7,023,716 9,069,216

 
 

 
 評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額 
等合計 

平成 19 年１月 31 日残高

（千円） 
6,243 6,243 9,621,919 

中間会計期間中の変動額  

剰余金の配当 △327,900 

中間純損失 △218,559 

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

△744 △744 △744 

中間会計期間中の変動額

合計           （千円） 
△744 △744 △547,204 

平成 19 年７月 31 日残高

（千円） 
5,498 5,498 9,074,715 
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当中間会計期間（自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日）      

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

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 別途積立金
繰越利益 

剰余金 

平成 20 年１月 31 日残高 

（千円） 
920,550 1,124,950 1,124,950 12,500 7,000,000 236,441 7,248,941 9,294,441

中間会計期間中の変動額   

別途積立金の取崩し  △91,458 91,458 ― ―

剰余金の配当  △327,900 △327,900 △327,900

中間純損失  △676,408 △676,408 △676,408

株主資本以外の項目の

中間会計期間中の変動

額（純額） 

  

中間会計期間中の変動額

合計     （千円） 
― ― ― ― △91,458 △912,850 △1,004,308 △1,004,308

平成 20 年７月 31 日残高 

 （千円） 
920,550 1,124,950 1,124,950 12,500 6,908,541 △676,408 6,244,633 8,290,133

 
 

 
 評価・換算差額等 

新株予約権 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額 
等合計 

平成 20 年１月 31 日残高

（千円） 
2,125 2,125 ― 9,296,567

中間会計期間中の変動額  

別途積立金の取崩し  ―

剰余金の配当  △327,900

中間純損失  △676,408

株主資本以外の項目

の中間会計期間中の

変動額（純額） 

△894 △894 35,689 34,795

中間会計期間中の変動額

合計           （千円） 
△894 △894 35,689 △969,512

平成 20 年７月 31 日残高

（千円） 
1,231 1,231 35,689 8,327,054
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前事業年度（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日）       

 株主資本 

資本金 

資本剰余金 利益剰余金 

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 別途積立金
繰越利益 

剰余金 

平成 19 年１月 31 日残高 

（千円） 
920,550 1,124,950 1,124,950 12,500 7,000,000 557,676 7,570,150 9,615,676

事業年度中の変動額     

剰余金の配当   △327,900 △327,900 △327,900

当期純利益   6,665 6,665 6,665

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

（千円） 
― ― ― ― ― △321,234 △321,234 △321,234

平成 20 年１月 31 日残高 

（千円） 
920,550 1,124,950 1,124,950 12,500 7,000,000 236,441 7,248,941 9,294,441

 
 

 
 評価・換算差額等 

純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額 
等合計 

平成 19 年１月 31 日残高 

（千円） 
6,243 6,243 9,621,919 

事業年度中の変動額   

剰余金の配当  △327,900 

当期純利益  6,665 

株主資本以外の項目

の事業年度中の変動

額（純額） 

△4,118 △4,118 △4,118 

事業年度中の変動額合計

（千円） 
△4,118 △4,118 △325,352 

平成 20 年 1 月 31 日残高

（千円） 
2,125 2,125 9,296,567 
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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19年２月１日
至 平成19年７月31日)

当中間会計期間 

(自 平成20年２月１日 
至 平成20年７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19年２月１日
 至 平成20年１月31日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

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(△純損失)  △309,001 △984,256 82,557 

  減価償却費  120,332 148,385 292,026 

  長期前払費用償却費  2,980 3,720 6,642 

  減損損失  18,657 17,078 50,103 

  株式報酬費用  － 3,903 － 

  退職給付引当金の増加額(△減少額)  △21,761 △17,844 29,346 

  貸倒引当金の増加額(△減少額)  △3,818 30 △12,680 

  賞与引当金の減少額  △13,516 △668 △5,215 

  返品調整引当金の増加額(△減少額)  △10,881 △17,936 5,461 

  役員退職慰労引当金の増加額  － 60,242 － 

  株主優待引当金の増加額  － 45,813 － 

  受取利息及び受取配当金  △11,828 △9,276 △24,721 

  有形固定資産除却損  10,353 27,771 37,422 

  売上債権の減少額  1,478,320 1,587,604 339,356 

  たな卸資産の減少額  293,666 416,648 104,514 

  仕入債務の減少額  △1,067,576 △528,022 △1,134,539 

  その他流動資産の減少額(△増加額)  △56,164 68,048 △27,829 

  その他流動負債の減少額  △156,404 △177,664 △4,083 

  その他  2 25,914 1,235 

小計  273,358 669,492 △260,403 

  利息及び配当金の受取額  7,034 12,609 23,988 

  法人税等の支払額  △38,332 △3,719 △154,509 

  営業活動によるキャッシュ・フロー  242,060 678,382 △390,924 

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 － △1,100,000 

  貸付金の回収による収入  387 － 628 

  有形固定資産の取得による支出  △92,235 △169,235 △318,472 

  有形固定資産の売却による収入  65 － 65 

  無形固定資産の取得による支出  △1,186 △9,509 △22,558 

  差入保証金の差入による支出  △1,000 △49,451 △109,487 

  差入保証金の返還による収入  17,976 107,397 17,976 

保険積立金の積立による支出  △59,071 － △98,451 

長期前払費用の増加による支出  △65,928 － △67,248 

  その他  △1,002 △3,440 △5,317 

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,301,994 △124,240 △1,702,865 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

  新株予約権の発行による収入  － 31,786 － 

  配当金の支払額  △324,246 △322,683 △325,855 

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △324,246 △290,896 △325,855 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額(△減少
額) 

 △1,384,179 263,245 △2,419,644 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,406,594 1,986,949 4,406,594 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期末) 
    残高 

※ 3,022,414 2,250,195 1,986,949 
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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 

期別 
 
項目 

前中間会計期間 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

当中間会計期間 
（自 平成20年２月１日
至 平成20年７月31日)

前事業年度 
（自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

１ 資産の評価基準及び評

価方法 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法により評価して

おります(評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定)。 

  (2) たな卸資産 

  ①商品・製品 

   個別法による原価法 

  ただし、季越の商品で著し

く価額が低下し回復する見込

みがないものについては、同

種商品の過去の販売実績に照

らし評価減を行い、中間期末

たな卸高を評価替え後の金額

により計上しております。 

 

 

  ②原材料 

   個別法による原価法 

  ③仕掛品 

   個別法による原価法 

(1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

   同左 

 

 

 

 

 

  (2) たな卸資産 

①商品・製品 

     同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②原材料 

同左 

③仕掛品 

   同左 

 (1) 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づ

く時価法により評価しており

ます(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原

価は移動平均法により算定)。

 

(2) たな卸資産 

①商品・製品 

個別法による原価法 

ただし、季越の商品で著しく

価額が低下し回復する見込み

がないものについては、同種商

品の過去の販売実績に照らし

評価減を行い、期末たな卸高を

評価替え後の金額により計上

しております。 

当該評価減の金額は 

356,641千円であります。 

②原材料 

同左 

③仕掛品 

同左 

２ 固定資産の減価償却の

方法 

 (1) 有形固定資産 

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以

降取得の建物(建物付属設備

を除く)は定額法を採用して

おります。 

（会計処理の変更） 

法人税法の改正に伴い、当

中間会計期間より、平成19年

４月１日以降に取得した有形

固定資産については改正後の

法人税法に規定する減価償却

の方法に変更しております。

なお、この変更に伴う営業利

益、経常利益及び中間純利益

に与える影響は軽微でありま

す。 

(2) 無形固定資産 

定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法を採用しております。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。ただし、平成10年４月１

日以降取得の建物(建物付属

設備を除く)は定額法を採用

しております。 

（会計処理の変更） 

法人税法の改正に伴い、当事

業年度より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産

については改正後の法人税法

に規定する減価償却の方法に

変更しております。なお、この

変更に伴う営業利益、経常利益

及び当期純利益に与える影響

は軽微であります 

 

(2) 無形固定資産 

同左 
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期別 
 
項目 

前中間会計期間 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

当中間会計期間 
（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日)  

前事業年度 
（自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

売上債権等の貸倒れによる

損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定債権につい

ては個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上して

おります。 

  (2) 賞与引当金 

   従業員に支給する賞与に備

えるため、支給見込額に基づき

計上しております。 

  (3) 返品調整引当金 

将来予想される売上返品に備

えるため、過去の返品率等を勘

案し、当該返品に伴う売上総利

益相当額を計上しております。 

  (4) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備えるた

め、期末における退職給付債務

およ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。 

  また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均残存

勤務期間内の一定年数(３年)に

よる定額法により按分した額を

翌期から処理することとしてお

ります。 

(1) 貸倒引当金 

   同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

     同左 

 

 

  (3) 返品調整引当金 

     同左 

 

 

 

  (4) 退職給付引当金 

     同左 

(1) 貸倒引当金 

     同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 賞与引当金 

     同左 

 

 

  (3) 返品調整引当金 

     同左 

 

 

 

(4) 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、期末における退職給付

債務および年金資産の見込

額に基づき計上しておりま

す。 

また、数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の平均

残存勤務期間内の一定年数

(３年)による定額法により

按分した額を翌期から処理

することとしております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

―――― 

(5) 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支給

に備えるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上し

ております。 

（会計方針の変更） 

役員退職慰労金について

は、従来、支出時の費用とし

て処理しておりましたが、当

中間会計期間より内規に基

づく中間期末要支給額を役

員退職慰労引当金として計

上する方法に変更いたしま

した。 

 この変更は、当期に役員退

職慰労金規程を新設したこ

とに伴い、役員退職慰労金を

役員が在任する各期に合理

的に費用配分することによ

り、期間損益の適正化及び財 

務内容の健全化を図るため 

(5) 役員退職慰労引当金 

―――― 
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期別 
 
項目 

前中間会計期間 
（自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

当中間会計期間 
（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日)  

前事業年度 
（自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）株主優待引当金 

―――― 

のものであります。 

   この変更に伴い、当中間会計 

期間負担額3,209千円は販売費

及び一般管理費に、過年度相当

額57,033千円は特別損失に計

上しております。 

    この結果、従来の方法に比

べ、営業損失及び経常損失はそ

れぞれ3,209千円、税引前中間

純損失は60,242千円増加して

おります。 

(6) 株主優待引当金 

  株主優待制度に伴う費用

に備えるため、当中間会計期

間末以降に発生すると見込

まれる額を計上しておりま

す。 

 （会計方針の変更） 

  株主優待費用は、従来、優

待券利用時に営業費用で処

理しておりましたが、株主優

待券の利用実績率の把握が

可能となったことから、当中

間会計期間より当中間会計

期間末以降に発生すると見

込まれる額を株主優待引当

金として計上する方法に変

更いたしました。 

  この結果、従来の方法によ

った場合に比べ、営業損失、経

常損失及び税引前中間純損失

はそれぞれ45,813千円増加し

ております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（6）株主優待引当金 

―――― 

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 

消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜方式を採用してお

ります。なお、仮払消費税等及

び仮受消費税等は、相殺の上流

動負債に「未払消費税等」とし

て表示しております。 

同左 

 

 

 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。
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（表示方法の変更） 

前中間会計期間 
(自 平成19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

当中間会計期間 
(自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日)  

―――― 

 

（中間貸借対照表） 

 「保険積立金」は、前中間会計期間まで、投資その他の資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間会計期間末に

おいて資産の総額の100分の５を超えたため区分掲記しました。

 なお、前中間会計期間末の「保険積立金」の金額は524,509千

円であります。 

 

 

（追加情報） 

前中間会計期間 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成19年７月31日)  

当中間会計期間 
(自 平成20年２月１日
  至 平成20年７月31日)

前事業年度 
(自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31日)

―――― 

 

 法人税法の改正に伴い、当中間会計期間

より平成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き

取得価額の５％に到達した事業年度の翌

事業年度より、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計上しておりま

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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注記事項 

   (中間貸借対照表関係) 
 

前中間会計期間末 
(平成19年７月31日) 

当中間会計期間末 
(平成20年７月31日) 

前事業年度末 
(平成20年１月31日) 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,446,209千円 

 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,468,040千円 

 

※１ 有形固定資産減価償却累計額 

1,467,013千円 

 

 
(中間損益計算書関係) 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成19年７月31日)  

当中間会計期間 
(自 平成20年２月１日
  至 平成20年７月31日)

前事業年度 
(自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31日)

※１ 減価償却実施額 

    有形固定資産     112,889千円 

    無形固定資産       7,422千円 

 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息          11,629千円 

仕入割引          34,496千円 

 

※３ 営業外費用の主要項目 

―――― 

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損    13,167千円 

減損損失       18,657千円 

 

※１ 減価償却実施額 

    有形固定資産     137,790千円

    無形固定資産      10,594千円

 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息及び配当金 9,276千円  

仕入割引          18,864千円

 

※３ 営業外費用の主要項目 

―――― 

 

※４ 特別損失の主要項目 

役員退職慰労金  57,033千円

固定資産除却損    27,771千円

減損損失       17,078千円

 

※１ 減価償却実施額 

    有形固定資産   275,577千円

    無形固定資産    14,899千円

 

※２ 営業外収益の主要項目 

受取利息        24,721千円

仕入割引        67,163千円

 

※３ 営業外費用の主要項目 

消費税等調整額  18,248千円

 

※４ 特別損失の主要項目 

固定資産除却損  37,422千円

減損損失        50,103千円
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前中間会計期間 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成19年７月31日)  

当中間会計期間 
(自 平成20年２月１日
  至 平成20年７月31日)

前事業年度 
(自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31日)

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下 

の資産について減損損失を計上してお

ります。 

 

用途 種類 地域 金額 

   (千円) 

売場内装 建物付属 
東京地区 15,815 

設備 設備 

    

売場内装 建物付属 
大阪地区 1,185 

設備 設備 

    

売場内装 建物付属 
広島地区 972 

設備 設備 

    

売場内装 建物付属 
福岡地区 413 

設備 設備 

    

計  18,386 

（注）その他の資産について減損損失を

270千円計上しております。 

 

（グルーピングの方法） 

当社は売場内装設備については、ブラ

ンド別にグルーピングしております。 

また社宅等は共用資産とし、その他賃

貸用不動産については個別物件単位

でグルーピングしております。 

 

（経緯） 

 減損損失を計上した資産グループは、

割引前将来キャッシュ・フロー総額が

帳簿価額に満たないため、帳簿価額を

回収可能価額まで減額しております。 

 

（回収可能価額の算定方法等） 

 回収可能価額は使用価値により測定

しております。上記資産グループにつ

いては、今後も損失が予想されるた

め、帳簿価額全額を減損損失に計上し

ました。 

 

※５ 減損損失 

当中間会計期間において、当社は以下

の資産について減損損失を計上して

おります。     

 

用途 種類 地域 金額 

   (千円) 

売場内装 建物付属
東京地区 6,111

設備 設備 

    

売場内装 建物付属
大阪地区 3,025

設備 設備 

    

売場内装 建物付属
広島地区 4,654

設備 設備 

    

売場内装 建物付属
福岡地区 3,287

設備 設備 

    

計  17,078

 

 

 

 （グルーピングの方法） 

同左 

 

 

 

 

 

（経緯） 

同左 

 

 

 

 

（回収可能価額の算定方法等） 

同左 

 

※５ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産

について減損損失を計上しております。

 

 

用途 種類 地域 金額 

   (千円) 

売場内装 建物付属 
東京地区 33,734

設備 設備 

    

売場内装 建物付属 
大阪地区 5,257

設備 設備 

    

売場内装 建物付属 
広島地区 1,255

設備 設備 

    

売場内装 建物付属 
福岡地区 9,585

設備 設備 

    

計  49,833 

（注）その他の資産について減損損失を

270千円計上しております。 

 

（グルーピングの方法） 

同左 

 

 

 

 

 

（経緯） 

同左 

 

 

 

 

（回収可能価額の算定方法等） 

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 19 年２月１日 至 平成 19 年７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 109,300 ― ― 109,300

合計 109,300 ― ― 109,300

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の 
目的となる株 
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数 
当中間会計

期間末残高
前事業年度末

当中間会計 
期間増加 

当中間会計 
期間減少 

当中間会計 
期間末 

提出会社 ストック・オプション 
としての新株予約権 

普通株式 ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― ―

 
３.配当に関する事項 

(１)配当金支払額 
決議 株式の種類 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成19年４月26日

定時株主総会 
普通株式 327,900 3,000 平成19年１月31日 平成19年４月27日

 
(２)基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

 該当事項はありません。 
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当中間会計期間（自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日） 

１.発行済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 109,300 ― ― 109,300

合計 109,300 ― ― 109,300

 
 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の 
目的となる株 
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数 
当中間会計

期間末残高
前事業年度末

当中間会計 
期間増加 

当中間会計 
期間減少 

当中間会計 
期間末 

提出会社 ストック・オプション 
としての新株予約権 

普通株式 ― ― ― ― 35,689

合計 ― ― ― ― ― 35,689

 
３.配当に関する事項 

(１)配当金支払額 
決議 株式の種類 配当金の総額（千円） １株当たり配当額（円） 基準日 効力発生日 

平成20年４月25日

定時株主総会 
普通株式 327,900 3,000 平成20年１月31日 平成20年４月28日

 
(２)基準日が当中間期に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間期末後となるもの 

該当事項はありません。 



    株式会社ナルミヤ・インターナショナル（3364）平成 21 年１月期中間決算短信（非連結） 

 

- 23 -

 
前事業年度（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

１.発行済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 109,300 ― ― 109,300

合計 109,300 ― ― 109,300

 
２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

区分 新株予約権の内訳 
新株予約権の 
目的となる株 
式の種類 

新株予約権の目的となる株式の数 
当事業年度

末残高 
前事業年度末

当事業年度 
増加 

当事業年度 
減少 

当事業年度末

提出会社 ストック・オプション 
としての新株予約権 

普通株式 ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― ― ― ―

 
３.配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年４月26日

定時株主総会 
普通株式 327,900 3,000 平成19年１月31日 平成19年４月27日

 
(２)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
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４月25日 

定時株主総会 
普通株式 327,900 利益剰余金 3,000 平成20年１月31日 平成20年４月28日
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(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19年２月１日 
  至 平成19年７月31日)  

当中間会計期間 
(自 平成20年２月１日
  至 平成20年７月31日)

前事業年度 
(自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31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 

(平成19年７月31日現在) 
 
現金及び預金勘定 3,022,414千円

現金及び預金同等物 3,022,414千円
 

※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 

(平成20年７月31日現在)
 
現金及び預金勘定 2,250,195千円

現金及び預金同等物 2,250,195千円
 

※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 

(平成20年１月31日現在)
 
現金及び預金勘定 1,986,949千円

現金及び預金同等物 1,986,949千円
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(リース取引関係) 
前中間会計期間 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成19年７月31日)  

当中間会計期間 
(自 平成20年２月１日
  至 平成20年７月31日)

前事業年度 
(自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31日)

１ 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、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相

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、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相

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、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額 

① 車両運搬具 ① 車両運搬具 ① 車両運搬具 
   
取得価額相当額 9,177千円

減価償却累計額相当額 3,701千円

中間期末残高相当額 5,475千円

   
取得価額相当額 11,136千円

減価償却累計額相当額 4,963千円

中間期末残高相当額 6,173千円

  
取得価額相当額 9,177千円

減価償却累計額相当額 4,932千円

期末残高相当額 4,244千円

② 工具、器具及び備品 ② 工具、器具及び備品 ② 工具、器具及び備品 
   
取得価額相当額 419,848千円

減価償却累計額相当額 161,049千円

中間期末残高相当額 258,798千円

   
取得価額相当額 395,678千円

減価償却累計額相当額 212,885千円

中間期末残高相当額 182,793千円

  
取得価額相当額 404,016千円

減価償却累計額相当額 181,059千円

期末残高相当額 222,956千円

③ ソフトウェア ③ ソフトウェア ③ ソフトウェア 
   
取得価額相当額 149,265千円

減価償却累計額相当額 43,910千円

中間期末残高相当額 105,355千円

   
取得価額相当額 178,945千円

減価償却累計額相当額 79,204千円

中間期末残高相当額 99,740千円

取得価額相当額 178,945千円

減価償却累計額相当額 61,310千円

期末残高相当額 117,635千円

(２)未経過リース料中間期末残高相

当額等 

  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

当額等 

  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 

  等 

  未経過リース料期末残高相当額 

   
１年内 113,566千円

１年超 260,964千円

合計 374,531千円

   
１年内 114,673千円

１年超 179,518千円

合計 294,192千円

１年内 117,534千円

１年超 232,550千円

 合計 350,084千円

(３)支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

(３)支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 

(３)支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額、

支払利息相当額及び減損損失 
   
支払リース料 61,816千円

減価償却費相当額 58,098千円

支払利息相当額 3,354千円

   
支払リース料 63,503千円

減価償却費相当額 59,345千円

支払利息相当額 2,851千円

支払リース料 130,158千円

減価償却費相当額 119,084千円

支払利息相当額 6,653千円

(４)減価償却費相当額の算定方法 (４)減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左       同左 

(５)利息相当額の算定方法 (５)利息相当額の算定方法 (５)利息相当額の算定方法 

   リース料総額とリース物件の取得

価額相当額との差額を利息相当額

とし、各期への配分方法については

利息法によっております。 

      同左       同左 
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前中間会計期間 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成19年７月31日)  

当中間会計期間 
(自 平成20年２月１日
  至 平成20年７月31日)

前事業年度 
(自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31日)

（減損損失について） （減損損失について） （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失は

ありません。  

同左 同左 

 
 
（有価証券関係） 
前中間会計期間末（平成 19 年７月 31 日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 24,794 34,065 9,271 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 24,794 34,065 9,271 

 
当中間会計期間末（平成 20 年７月 31 日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 27,105 29,181 2,076 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 27,105 29,181 2,076 

 
前事業年度末（平成 20 年１月 31 日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1）株式 25,996 29,580 3,583 

(2）債券 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

合計 25,996 29,580 3,583 
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（デリバティブ取引関係） 

 
前中間会計期間（自 平成 19 年２月１日 至 平成 19 年７月 31 日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 
当中間会計期間（自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 
前 事 業 年 度（自 平成 19 年２月１日  至 平成 20 年１月 31 日） 

  当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

前中間会計期間（自 平成 19 年２月１日 至 平成 19 年７月 31 日） 

該当事項はありません。 

 
当中間会計期間（自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日） 

１． ストック・オプションに係る当中間会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費  3,903 千円 

 

２.当中間会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 平成 20 年ストック・オプション 平成 20 年ストック・オプション 

付与対象者の区分

及び人数 

当社取締役    5 名 

当社従業員   13 名 

当社取締役   5 名 

ストック・オプシ

ョンの数（注） 
普通株式 1,700 株 普通株式   1,700 株 

付与日 平成 20 年 5月 16 日 平成 20 年 5月 16 日 

権利確定条件 （イ） 新株予約権の割当を受けた者

（以下「新株予約権者」という。）

は、新株予約権行使時において

当社の取締役及び従業員である

ことを要する。 

（ロ） その他権利行使の条件は、当社

と新株予約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契約書」に

定めるところによる。 

（イ） 新株予約権の割当を受けた者

（以下「新株予約権者」という。）

は、新株予約権行使時において

当社の取締役であることを要す

る。 

（ロ） その他権利行使の条件は、当社

と新株予約権者との間で締結す

る「新株予約権割当契約書」に

定めるところによる。 

対象勤務期間 定めておりません 定めておりません 

権利行使期間 
自 平成 22 年 4月 26 日 自 平成 22 年 4月 26 日 

至 平成 30 年 4月 25 日 至 平成 30 年 4月 25 日 

権利行使価格（円） 70,000 70,000 

公正な評価単価 

（付与日） （円） 
18,698 18,698 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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前事業年度（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 

 １.ストック・オプションに係る当事業年度における費用計上額及び科目名 

  該当事項はありません。 

 
 ２.当事業年度において存在したストック・オプションの内容 

 平成 16 年ストックオプション 平成 17 年ストックオプション 

付与対象者の区分

及び人数 

当社取締役   5 名 

当社従業員  104 名 

当社従業員   1 名 

ストック・オプシ

ョンの数（注） 
普通株式 1,085 株 普通株式   5 株 

付与日 平成 17 年 1月 5日 平成 17 年 9月 1日 

権利確定条件 新株予約権の割当を受けた者が、当社なら

びに当社の子会社及び関連会社の取締役、

監査役、従業員その他これに準ずる地位に

あることを要する。ただし、任期満了によ

る退任、定年退職その他当社の取締役会が

正当な理由があると認めた場合（死亡の場

合を除く。）はこの限りでない。 

新株予約権の割当を受けた者が、当社ならび

に当社の子会社及び関連会社の取締役、監査

役、従業員その他これに準ずる地位にあるこ

とを要する。ただし、任期満了による退任、

定年退職その他当社の取締役会が正当な理

由があると認めた場合（死亡の場合を除く。）

はこの限りでない。 

対象勤務期間 定めておりません 定めておりません 

権利行使期間 
自 平成 18 年 12 月 16 日 自 平成 19 年 4月 28 日 

至 平成 26 年 12 月 15 日 至 平成 27 年 4月 27 日 

権利行使価格（円） 250,000 270,122 

公正な評価単価 

（付与日） （円） 
― ― 

（注）株式数に換算して記載しております。 
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（企業結合等関係） 

前中間会計期間（自 平成 19 年２月１日 至 平成 19 年７月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 
当中間会計期間（自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 
前 事 業 年 度（自 平成 19 年２月１日  至 平成 20 年１月 31 日） 

  該当事項はありません。 
 

 

 
（持分法損益等） 

前中間会計期間（自 平成 19 年２月１日 至 平成 19 年７月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 
当中間会計期間（自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年７月 31 日） 

 該当事項はありません。 

 
前 事 業 年 度（自 平成 19 年２月１日  至 平成 20 年１月 31 日） 

  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19年２月１日 
  至 平成19年７月31日)  

 

当中間会計期間 
(自 平成20年２月１日
  至 平成20年７月31日)

 

前事業年度 

 (自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31日)

 

 

１株当たり純資産額 83,025円75銭

１株当たり中間純損失 1,999円63銭

 

１株当たり純資産額 75,858円78銭

１株当たり中間純損失 6,188円55銭

１株当たり純資産額 85,055円51銭

１株当たり当期純利益 60円98銭

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間純損 

失である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

期純利益金額については、希薄化効果を

有している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19年２月１日 
至 平成19年７月31日) 

 

当中間会計期間 
（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日)  

 

前事業年度 

 （自 平成19年２月１日
至 平成20年１月31日)

 

１株当たり中間(当期)純利

益金額又は1株当たり中間純

損失金額（△） 

   

中間(当期)純利益又は中

間純損失(△)  （千円）
△218,559 △676,408 6,665 

普通株主に帰属しない金

額       （千円）
－ － － 

普通株式に係る当期純利益

又は中間純損失（△） 

（千円）

△218,559 △676,408 6,665 

期中平均株式数  （株） 109,300 109,300 109,300 

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益金額 
   

 中間(当期)純利益調整額

(千円) 
－ － － 

 普通株式増加数 － － － 

 (うち新株予約権) (－) (－) (－) 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要 

新株予約権２種類 

（新株予約権の数 832 個） 

新株予約権３種類 

（新株予約権の数 4,066 個） 

新株予約権１種類 

（新株予約権の数 772 個）
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（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

 (自 平成19年２月１日 
  至 平成19年７月31日)  

 

当中間会計期間 
(自 平成20年２月１日
  至 平成20年７月31日)

 

前事業年度 
(自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31日)

 

当社の主要株主に異動がありましたの

で、平成19年８月23日付で、証券取引法第

24条の５第４項及び企業内容等の開示に関

する内閣府令第19条第２項第４号の規定に

基づき臨時報告書を提出いたしました。 

１. 当社は、平成20年８月８日開催の取締

役会にて、株式会社ミリカンパニーリミ

テッドの全株式を取得することについて

決議し、平成20年８月８日に当該株式を

取得しております。 

(1) 株式取得の目的 

新生児向けアイテムを主力とする

株式会社ミリカンパニーリミテッ

ドを子会社化することにより、トド

ラー、ジュニア向けアイテムを主力

とする当社の事業基盤の拡充を図

るものであります。 

(2) 子会社となる会社の概要 

商号 株式会社ミリカンパニーリミ

   テッド 

代表者 野溝久美子 

資本金 1,000万円 

(3) 事業内容 

子供服・繊維製品の企画・開発・販

売 

(4) 取得株式数（所有割合）     

200株（100％） 

(5) 取得価格 

204百万円 

(6) 取得日  

平成20年８月８日 

 

   取締役のストック・オプションに関する報

酬額の設定及び新株予約権（ストック・オプ

ション）の発行について 

  平成20年４月25日開催の定時株主総会に

おいて、当社の取締役会に対して平成18年４

月27日開催の第11回定時株主総会において

決議された報酬額（年額540百万円以内）と

は別枠で、年額30百万円以内をストック・オ

プションとして発行する新株予約権に関す

る報酬とすることを決議し、また、当社の取

締役及び従業員に対して会社法236条、第238

条及び第240条に基づき新株予約権（ストッ

ク・オプション）を発行することを決議して

おります。 

(1) 無償発行 

①新株予約権の数 1,700個を上限とする。

（新株予約権１個につき当社普通株式１株）

②権利行使時の１株当たり払込金額 

 70,000円 

③権利行使期間 

 平成22年４月26日から平成30年４月25日

まで 

(2) 有償発行 

①新株予約権の数 1,700個を上限とする。

（新株予約権１個につき当社普通株式１株）

②権利行使時の１株当たり払込金額 

 70,000円 

③権利行使期間 

 平成22年４月26日から平成30年４月25日

まで 

 

１. 当該異動により主要株主となる者の

概要 

（1）名称  

SBI Value Up Fund１号投資事業有限責任組

合 

 （2）事業内容  

投資事業 

（3）主たる事務所の所在地 

東京都港区六本木１丁目６番１号 

（4）無限責任組合員 

ＳＢＩキャピタル株式会社 

（5）有限責任組合員 

機関投資家等 

２. 当該異動の前後における当該主要株

主の所有議決権の数及びその総株主

の議決権に対する割合 

（1）当該主要株主の所有議決権の数 

  異動前        ０個 

  異動後   60,185個 

（2）総株主の議決権に対する割合 

    異動前      ―％ 

   異動後    55.06％ 

(注)総株主の議決権に対する割合は、平成

19年７月31日現在の総株主の議決権の

数109,300個を基準に算出しており、小

数点以下第三位を四捨五入しておりま

す。 

 

（当該異動の理由） 

SBI Value Up Fund１号投資事業有限責任組

合が平成19年７月11日より平成19年８月22

日まで実施した公開買付けにより当社の株

式を取得したため。 

２.希望退職者の募集について 

 当社は平成20年９月１日開催の取締役

会において、早期の業績回復、収益性の

向上に向けた抜本的な構造改革の一環と

して希望退職者を募集することを決議い

たしました。 

（1）募集人員  約70名 

（2）対象者 

物流部門または企画部門に所属する者

（3）募集期間 

平成20年９月16日から平成20年９月26日

まで 

（4）実施時期 平成20年10月31日 

（異動年月日） 平成19年８月28日 （5）その他 

退職者に対し、会社都合扱いの特別退職

金を支給し、希望者に対し、再就職支援

機関を通じ、再就職支援を実施する。
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前中間会計期間 

 (自 平成19年２月１日 
  至 平成19年７月31日)  

 

当中間会計期間 
(自 平成20年２月１日
  至 平成20年７月31日)

 

前事業年度 
(自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31日)

 

３.当該異動により主要株主でなくなる者 

（1）名称  

  成宮 雄三 

（2）当該異動の前後における当該主要株主

の所有議決権の数及びその総株主の議決

権に対する割合 

①当該主要株主の所有議決権の数 

異動前   27,199個 

 異動後       ０個 

②総株主の議決権に対する割合 

異動前    24.88％ 

 異動後        ―％ 

 これに伴う下期以降の財政状態及び

経営成績に与える影響を現時点で見積

もることは困難でありますが、下期にお

いて特別退職金等を特別損失として計

上する予定であります。 

 

３．自己株式の取得について 

  平成20年９月12日開催の取締役会に

おいて、会社法第165条第３項の規定に

より読み替えて適用される同法第156条

の規定に基づき、下記のとおり自己株式

を取得することを決議いたしました。

(1) 自己株式の取得を行う理由 

  当社の資本効率の向上を通じて株主

の皆様への利益還元を図るとともに、

経営環境の変化に対応した機動的な資

本政策の遂行を可能にするため、定款

の規定に基づき自己株式の取得を行う

ものであります。 

(2) 取得の内容 

①取得する株式の種類 

当社普通株式     

②取得する株式の総数及び発行済株式

総数に対する割合 

7,211株（上限） 

(発行済株式総数に占める割合 6.6%)

③株式の取得価額の総額 

  299,977,600円（上限） 

④取得の期間 

平成20年９月16日～平成21年３月13日

⑤取得の方法 

ジャスダック証券取引所における 

市場買付 
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５.生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

 当中間会計期間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。 

事業 生産高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニアブランド － － 

ベビー・トドラーブランド 3,778 26.2 

ヤングレディスブランド － － 

合計 3,778 26.2 

 （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 

 当中間会計期間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。 

事業 仕入高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニアブランド 2,041,182 80.9 

ベビー・トドラーブランド 1,598,355 76.8 

ヤングレディスブランド 165,102 101.4 

合計 3,804,641 79.8 

 （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 

 当中間会計期間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。 

事業 販売高（千円） 前年同期比（％） 

ジュニアブランド 5,122,397 81.7 

ベビー・トドラーブランド 3,882,243 83.5 

ヤングレディスブランド 287,889 85.8 

ロイヤリティ収入 195,534 142.1 

その他 40,508 124.7 

合計 9,528,573 83.4 

 （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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当中間会計期間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。 

 ブランド 販売高(千円) 前年同期比(%) 

ジ
ュ
ニ
ア
ブ
ラ
ン
ド 

ANGEL BLUE 906,068 64.7 

mezzo piano junior 1,085,058 84.6 
pom ponette junior  916,099 91.4 
DAISY LOVERS 930,326 81.2 
BLUE CROSS girls 417,251 79.9 
BLUE CROSS         867,592 94.5 

小  計 5,122,397 81.7 

ベ
ビ
―
・
ト
ド
ラ
―
ブ
ラ
ン
ド 

MINI-K 78,903 14.5 
mezzo piano 2,123,360 85.5 
pom ponette 685,983 90.8 
DAISY LOVERS Paradise kids 404,906 92.3 
ANGEL BLUE kids 364,435 85.2 
paul  frank   224,655   － 

小  計 3,882,243 83.5 
ヤ
ン
グ
レ
デ
ィ
ス

ブ
ラ
ン
ド 

jusqua 263,060 78.4 
Pink Papillon 24,829 － 

小  計 287,889 85.8 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


