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1.  21年1月期の連結業績（平成20年2月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

21年1月期 20,448 ― △710 ― △669 ― △1,540 ―
20年1月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 ％ ％ ％

21年1月期 △14,187.89 ― ― ― ―
20年1月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 21年1月期  ―百万円 20年1月期  ―百万円

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

21年1月期 11,148 7,336 65.4 68,919.55
20年1月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年1月期  7,292百万円 20年1月期  ―百万円

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

21年1月期 104 221 △576 1,736
20年1月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

平成20年1月期及び平成21年1月期の配当性向及び純資産配当率は、連結財務諸表を作成していないため記載いたしておりません。  

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年1月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 327 ― ―
21年1月期 ― 0.00 ― 3,000.00 3,000.00 327 ― ―

22年1月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ――― 0.0 ―――

3.  22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 8,591 ― △695 ― △644 ― △618 ― △6,426.53
通期 19,908 ― △57 ― 46 ― 5 ― 55.50
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

詳細は6ページ「企業集団の状況」をご覧ください。  

(2) 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（連結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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「1株当たり情報」をご覧ください。  

新規 1 社 （ 社名 株式会社ミリカンパニーリミテッド ） 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年1月期  109,300株 20年1月期  109,300株
② 期末自己株式数 21年1月期  3,485株 20年1月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年1月期の個別業績（平成20年2月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年1月期 20,226 △17.4 △622 ― △549 ― △1,371 ―
20年1月期 24,486 △8.5 62 △84.1 158 △74.2 6 △97.6

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
円 銭 円 銭

21年1月期 △12,631.47 ―
20年1月期 60.98 ―

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

21年1月期 10,829 7,504 68.9 △70,513.79
20年1月期 12,617 9,296 73.7 85,055.51

（参考） 自己資本 21年1月期  7,461百万円 20年1月期  9,296百万円

2.  22年1月期の個別業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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。 

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

第2四半期累計期間 8,031 △15.7 △577 ― △541 ― △503 ― △5,236.01
通期 18,042 △10.8 ― ― 73 ― 75 ― 781.71
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１.経営成績 

 

（１）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度における我が国の経済は、原油を始めとした各種資源価格の乱高下、世界的な金融危機の影響によ

る株式市場の大幅な下落や為替の急激な変動により、企業の業績が急速に悪化いたしました。 

当社グループが属するアパレル業界におきましても、景気の悪化による消費者の節約志向と生活防衛意識の高まり

などから個人消費は低迷いたしております。 

このような状況の中で当社は、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改善を図って参りました。 

売上高の向上のための施策としては、新規顧客獲得のためのチャネルの多角化に注力いたしました。 

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、ギフト需要の開拓を図りました。 

 また、中国国内の百貨店へ出店を行い、海外での販路の拡大を図りました。 

その他、Ｍ＆Ａによる事業の拡大にも着手し、ベビー服を主力とする株式会社ミリカンパニーリミテッドの全株式を

取得して子会社化し、新生児向けアイテムを充実させました。 

一方で、経費削減のための施策として、希望退職者の募集及び物流業務のアウトソーシングを行いました。これに

より、人員効率の適正化を図り人件費を抑制するとともに、物流業務とその付随業務のコスト削減を図り、収益性の

改善を図ってまいりました。 

 収益性の改善のための施策としては、MINI-K、jusqua、Pink Papillon、の３ブランドを当連結会計年度中に廃止し、

その他の全ブランドを含めて合計158箇所の売場を閉鎖し、利益率の改善を図りました。 

しかしながら、実体経済の減速とそれに伴う消費マインドの急激な冷え込みにより、百貨店の店頭から客足が遠の

き、当社の売上高の約70％を占める百貨店チャネルでの売上げが前年同期と比較して大幅に低下したため、当社の業

績は厳しい水準で推移せざるを得ませんでした。 

以上の結果、当期は売上高204億48百万円、営業損失7億10百万円、経常損失6億69百万円、当期純損失15億40百万円

となりました。 

 

（次期の見通し） 

翌期の我が国経済の見通しといたしましては、先行きが不透明であり予測は非常に困難でありますが、少なくとも

急激な個人消費の回復は望めないことから、厳しい状況で推移するものと思われます。 

このような環境の下、当社グループは既存ブランドの収益性を回復させるべく、マーチャンダイジングの精度を上

げることと、売場の運営の効率化を引き続き進めてまいります。既存ブランド以外の施策としては、平成21年春から

オープンするANNA SUI miniやBetsey girls等の新ブランドやショッピングセンター向け新ショップLovetoxicについ

て、当社グループ一丸となり運営の早期安定に努めます。 

販売チャネルの拡大については、引き続き海外、とりわけ中国における拡大を進めてまいります。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末における総資産は、111億48百万円、負債は、38億12百万円となりました。 

  純資産は、73億36百万円となりました。 

 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、17億36百万円となりました。 

  当連結会計年度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、1億4百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純損失11億89百万円、
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退職給付引当金の減少1億42百万円、たな卸資産の減少47百万円、仕入債務の減少49百万円等があったものの、減価

償却費3億21百万円、売上債権の減少7億84百万円、減損損失1億17百万円、固定資産除却損1億8百万円等があったこ

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、得られた資金は２億21百万円となりました。これは主に、保険積立金の解約による収入５億14

百万円、差入保証金の返還による収入３億52百万円があったものの、有形固定資産取得による支出２億62百万円、

差入保証金の差入による支出１億87百万円、株式の取得による支出１億62百万円等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、５億76百万円となりました。これは、配当金の支払３億24百万円、自己株式の

取得による支出1億30百万円、借入金の返済による支出1億53百万円等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  

（連結） 

 平成19年1月期 平成20年1月期 平成21年1月期 

自己資本比率(％) ― ― 65.4

時価ベースの自己資本比率(％) ― ― 29.9

債務償還年数(年) ― ― 3.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 22.3

（注）平成21年１月期第３四半期より連結財務諸表を作成しております。 

参考情報（個別） 

 平成19年1月期 平成20年1月期 平成21年1月期 

自己資本比率(％) 68.4 73.7 68.8

時価ベースの自己資本比率(％) 50.1 44.2 31.8

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 

(注1) 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。 

(注2)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。 

(注3)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。 

(注4)個別の「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。 

(注5)個別の「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・次期の配当 

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いたしております。 

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ることを目指しております。 

しかしながら、当期におきましては、15億40百万円の当期純損失を計上することとなったため、期末の配当を無配

とさせて頂きたく存じます。今後は速やかに業績を回復させ、早期の復配を目指してまいります。 
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また、当社では、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。翌期からは優待の利便

性の向上のために、選択制度を導入することといたしました。 

 

 

（４）事業等のリスク 

当社グループ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、当該事項は当期末時点において判断したものであります。記載における将来に関

する事項は、現在入手可能な情報から得られた当社の経営判断や予測に基づくものです。なお、下記の記載は当社に

関連する全てのリスクを網羅するものではありません。 

 

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６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。また、当社は高価格・高付

加価値商品を主に販売しているため、国内の消費マインドの低下は当社の業績にマイナスの影響を与えます。 

 

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は、主に国内商社を経由して円建で行っており、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 

当社のブランド「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、また、連結子会社である

株式会社ミリカンパニーリミテッドは、一部の材料を米国にて調達しており、仕入代金の決済は米ドル建てでありま

す。 

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 

当社の企業集団は、当社と当社の連結子会社である株式会社ミリカンパニーリミテッドの２社で構成され、ベビー

からジュニア向けのアパレル事業を中心とした、ファッションアイテムの製造、加工、販売を行っております。 

子会社である株式会社ミリカンパニーリミテッドは、主にベビー向けの衣料品及び小物の製造、加工、販売を行っ

ております。 
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当社グループの事業系統図は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 当社のブランド名称、若しくはキャラクターを使用し、商品等を製造する企業であります。 

   ２ 百貨店の売場において、消費者に対して販売されたものについてのみ仕入が計上される取引であります。 

 

 

 

 

 

一　　　　般　　　　顧　　　　客

コラボレーション企業　(注)1

百貨店

専門店

百貨店
インショップ

当社グループ

株式会社ナルミヤ･インターナショナル 株式会社ミリカンパニーリミテッド

総合商社

国内メーカー 海外メーカー

小
　
売

ロ
イ
ヤ
リ
テ
ィ

料

商
標
使
用
権
・
商
品
企
画

消
化
取
引

(注)2

卸
　
売

仕
入

生
産
手
配

生
産
手
配

仕
入

生
産
手
配

生
産
手
配

仕
入

仕
入

生
産
手
配

仕
入
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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 

当社グループは、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、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。 

 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループを取り巻く厳しい環境の中で、更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消費者ニーズの予測精度向上（マーチャンダイジング戦略） 

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を目的として、マーチャンダイジング戦略（MD戦略）を

見直します。 

消費者のニーズを正しく汲み取り、また顧客に も近いポジションにあるショップスタッフの意見を吸い上げ、

商品企画に反映するための仕組みをより正確に機能させるために、マーチャンダイザーの組織における位置付けを

見直します。 

また、より鮮度の高いデザインを供給するために、企画から店頭入荷までの期間を短縮するよう生産体制も見直

します。 

これらの戦略を確実に行うために、平成20年秋に設立いたしましたマーケティング室を活用し、マーチャンダイ

ザーが商品企画を適切に指導する体制を整えます。 

 

 

②子会社の店舗拡大 

当社の子会社である、株式会社ミリカンパニーリミテッドと株式会社スターキューブは平成22年1月期においては

積極的な出店政策を執ります。 

株式会社ミリカンパニーリミテッドにおいては、当社の組織と資本を活用し店舗の拡大を図り、売上高の拡大を

図ります。 

また、株式会社スターキューブにおいては、新ブランドBetsey girlsを平成21年２月から、ＳＣ向けの新ショッ

プLovetoxicを４月から順次オープンさせます。 

これらの新ショップの運営を早期に安定化させ、当社グループの新たな柱とするべく育てて参ります。 

 

③新生児向け商品の国産化 

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っている昨今において、当社にお

いても、これまで以上に品質の向上と安全に対する取り組みが必要であると考えております。 

  とりわけ新生児用の商品については、国産品に対する消費者の需要が強く、当社グループにおいてもこのニーズ

に応えるべく、新生児向けアイテムの国産化を目指しております。 

具体的には、平成21年春より、国内の工場と新たに専属契約を締結し、当社専用ラインを確保して当社の新生児

向けアイテムを当該工場で製造することとなりました。 

  信頼の置ける、また管理の目が届きやすい国内工場にて生産を行うことで、より高品質な商品を供給できるもの

と考えております。 

また、子供服のリーディングカンパニーであります当社は、国内繊維産業の活性化に貢献する社会的責任があ
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ると考えております。一方で、中国に依存しすぎた生産体制を見直し、一国偏重のカントリーリスクを軽減するこ

とも出来ます。これらの点からも、生産工場の国内回帰は意義ある取り組みであると考えております。 

 

④社内情報インフラの改善 

情報伝達の迅速化やデータの共有を容易にするために、社内の情報システムを強化します。基幹システムの充実

を始めとした業務の電子化及び、各売場への端末の導入等を早急に行い、情報インフラを充実させることによる業

務の効率化を図ってまいります。 

 

⑤オンラインショップ 

昨年秋に当社のオンライン販売用ウェブサイトを大幅にリニューアルし、システムを強化し品揃えを充実させま

した。 

百貨店に偏重した店舗構成を改め、リスクを分散するために、オンラインショップを当社の主力販売チャネルの

１つへと育てるべく、今後も積極的な拡大に向けて投資を行ってまいります。 

 

⑥無駄の排除 

当社グループの現状における人･物・金・時間の無駄を徹底的に排除することにより、より精度の高い開発にあら

ゆる経営資源を適正に投入できる体制を進めてまいります。 

 

 

（４）会社の対処すべき課題 

現在の低迷する市況においては、個人消費の回復にはある程度の時間を要するものと思われます。 

このような環境の下で、当社グループにおいては総合的な競争力の向上を図るために次の４つの課題に取り組みます。 

① 消費者ニーズの予測精度向上のためのマーチャンダイジング体制の構築 

② トレンドに素早く対応できる企画体制の構築 

③ 適切なタイミングで店頭へ商品を供給するサプライチェーンの構築 

④ 在庫状況の把握と 適化のためのシステム構築 

これらの課題について、自社内での改善努力はもちろん、提携工場や商社等とも協力しながら対処してまいります。 

一方で、製品の品質向上のための取り組みと、社員のスキルアップのための教育や研修についてはこれまで以上に

投資をしてまいります。子供服という、お子様が普段身につける商品を取り扱う当社においては、品質向上のための

取り組みは怠ることが出来ないと考えております。また、優秀な人材を長期的に確保するために、従業員のスキル向

上のための教育や研修が重要であると考えております。収益性の改善のために各種経費の削減を進めている中ではあ

りますが、これらの目的のために必要な投資を行います。 

 

 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 - 9 -

 



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

 - 9 -

４.連結財務諸表 
 （１）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

(平成20年１月31日) 
当連結会計年度 

(平成21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
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  ―  1,736,957

２ 受取手形及び売掛金 ※２ ―  3,311,081

３ たな卸資産  ―  2,016,331

４ 繰延税金資産  ―  53,873

５ 未収法人税等  ―  37,458

６ その他  ―  272,623

貸倒引当金  ―  △24,890

流動資産合計  ― ―  7,403,436 66.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1）建物 ※１ ― 1,540,609 

減価償却累計額  ― ― 1,363,195 177,414

(2）車両運搬具  ― 6,458 

減価償却累計額  ― ― 5,814 644

(3）工具、器具及び備品  ― 164,463 

減価償却累計額  ― ― 134,875 29,587

(4）土地 ※１ ―  409,540

有形固定資産合計  ― ―  617,186 5.5

２ 無形固定資産   

(1）のれん  ―  399,063

(2）ソフトウェア  ―  99,881

無形固定資産合計  ― ―  498,945 4.5 

３ 投資その他の資産   

(1）投資有価証券  ―  25,747

(2) 長期性預金  ―  1,600,000

(3）差入保証金  ―  923,657

(4）その他  ―  86,588

貸倒引当金  ―  △7,333

投資その他の資産合計  ― ―  2,628,659 23.6

固定資産合計  ― ―  3,744,792 33.6

資産合計  ― ―  11,148,228 100.0
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前連結会計年度 

(平成20年１月31日) 
当連結会計年度 

(平成21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
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金 ※２ ―  1,902,301

２ 短期借入金  ―  50,000

３ 一年内償還予定社債  ―  100,000

４ 一年内返済予定長期借
入金 

 ―  140,712

５ 未払金  ―  510,938

６ 未払費用  ―  407,003

７ 賞与引当金  ―  76,572

８ 返品調整引当金  ―  34,832

９ 株主優待引当金  ―  28,605

10 設備支払手形 ※２ ―  95,357

11 その他  ―  149,570

流動負債合計  ― ―  3,495,894 31.4

Ⅱ 固定負債   

１ 長期借入金  ―  118,457

２ 退職給付引当金  ―  6,677

３ 役員退職慰労引当金  ―  65,099

４ その他  ―  125,881

固定負債合計  ― ―  316,116 2.8

負債合計  ― ―  3,812,010 34.2
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前連結会計年度 

(平成20年１月31日) 
当連結会計年度 

(平成21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
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  ― ―  920,550 8.2

２ 資本剰余金  ― ―  1,124,950 10.1

３ 利益剰余金  ― ―  5,380,678 48.3

４ 自己株式  ― ―  △130,687 △1.2

株主資本合計  ― ―  7,295,491 65.4

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  ― ―  △2,769

評価・換算差額等合計  ― ―  △2,769 △0.0

Ⅲ 新株予約権  ― ―  43,496 0.4

純資産合計  ― ―  7,336,218 65.8

負債純資産合計  ― ―  11,148,228 100.0
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   (２) 連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21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
（％）

Ⅰ 売上高  ― ―  20,448,548 100.0

Ⅱ 売上原価  ― ―  8,955,213 43.8

     売上総利益  ― ―  11,493,335 56.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ ― ―  12,203,880 59.7

営業損失  ― ―  710,544 △3.5

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息及び受取配当
金 

 ― 19,021 

２ 仕入割引  ― 38,644 

３ 雑収入  ― ― ― 26,058 83,723 0.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  ― 5,292 

２ デリバティブ評価損  ― 24,499 

３ 雑損失  ― ― ― 13,002 42,794 0.2

経常損失  ― ―  669,616 △3.3
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前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21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
（％）

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益  ― 1,201 

２ 退職給付制度終了益  ― ― ― 98,432 99,634 0.5

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※２ ― 108,910 

２ 減損損失 ※３ ― 117,628 

３ 過年度役員退職慰労引
当金繰入額 

 ― 57,033 

４ 本支店移転費用  ― 103,770 

５ 保険解約損  ― 46,529 

６ 貸倒損失  ― 82,375 

７ 割増退職金  ― 72,386 

８ ゴルフ会員権評価損  ― 22,925 

９ その他  ― ― ― 7,151 618,711 3.0

税金等調整前当期純損失  ― ―  1,188,692 △5.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 ― 26,826 

法人税等調整額  ― ― ― 324,844 351,670 1.7

当期純損失  ― ―  1,540,363 △7.5
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（３）連結株主資本等変動計算書 

 

当連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日）           

 
株主資本 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成20年１月31日残高 

（千円） 
920,550 1,124,950 7,248,941 ― 9,294,441

連結会計年度中の変動額   

剰余金の配当  △327,900  △327,900

自己株式の取得  △130,687 △130,687

当期純損失  △1,540,363  △1,540,363

株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
  

連結会計年度中の変動額 

合計      （千円） 
― ― △1,868,263 △130,687 △1,998,950

平成21年１月31日残高 

（千円） 
920,550 1,124,950 5,380,678 △130,687 7,295,491

 

 

 

 

 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

連結会計年度中の変動額   

別途積立金の取崩し   ―

剰余金の配当   △327,900

自己株式の取得   △130,687

当期純損失   △1,540,363

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

△4,894 △4,894 43,496 38,601

連結会計年度中の変動額

合計            (千円) 
△4,894 △4,894 43,496 △1,960,348

平成21年１月31日残高 

(千円) 
△2,769 △2,769 43,496 7,336,218
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日
  至 平成21年１月31日)

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前当期純損失  ― △1,188,692 

減価償却費  ― 321,810 

減損損失  ― 117,628 

株式報酬費用  ― 11,709 

のれん償却費  ― 26,604 

退職給付引当金の減少額  ― △142,375 

役員退職慰労引当金の減少額   △4,901 

貸倒引当金の増加額  ― 25,051 

賞与引当金の減少額  ― △23,468 

返品調整引当金の減少額  ― △4,963 

株主優待引当金の増加額  ― 28,605 

受取利息及び受取配当金  ― △19,021 

支払利息  ― 5,292 

為替差益  ― △24 

固定資産除却損  ― 108,910 

保険解約損  ― 46,529 

ゴルフ会員権評価損  ― 22,925 

売上債権の減少額  ― 784,590 

たな卸資産の増加額  ― △47,617 

仕入債務の減少額  ― △49,325 

その他  ― 149,258 

小計  ― 168,529 

利息及び配当金の受取額  ― 16,144 

利息の支払額  ― △5,783 

法人税等の支払額  ― △74,006 

営業活動によるキャッシュ・フロー  ― 104,883 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出  ― △2,202 

貸付金の回収による収入  ― 21,587 

有形固定資産の取得による支出  ― △262,349 

有形固定資産の売却による収入  ― 20,687 

無形固定資産の取得による支出  ― △67,422 

差入保証金の差入による支出  ― △187,165 

差入保証金の返還による収入  ― 352,497 

保険積立金の解約による収入  ― 514,460 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得に
よる支出 

 ― △162,522 

その他  ― △5,906 

投資活動によるキャッシュ・フロー  ― 221,663 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増減額  ― △20,000 
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前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日
  至 平成21年１月31日)

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

長期借入金の返済による支出  ― △133,562 

自己株式の取得による支出  ― △130,687 

配当金の支払による支出  ― △324,100 

新株予約権の発行による収入  ― 31,786 

財務活動によるキャッシュ・フロー  ― △576,563 

現金及び現金同等物に係る換算差額  ― 24 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  ― △249,992 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  ― 1,986,949 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ ― 1,736,957 
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  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

１．連結の範囲に関する事項       ―――― 連結子会社の数 １社 

   主要な連結子会社の名称 

   株式会社ミリカンパニーリミテッド

   平成20年８月８日に株式を取得した

ため、当連結会計年度より連結の範

囲に含めております。 

２．連結子会社の事業年度に

関する事項 

―――― 
 

株式会社ミリカンパニーリミテッドの

事業年度の末日は、連結決算日と一致し

ております。 

なお、連結決算業務を円滑にするため、

株式会社ミリカンパニーリミテッドの事

業年度の末日を10月31日から１月31日へ

当連結決算日より変更しております。よ

って、株式会社ミリカンパニーリミテッ

ドの業績は、前事業年度の平成20年８月

から平成20年10月までの３か月間及び当

事業年度の平成20年11月から平成21年１

月までの３か月間を連結しております。



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

 - 18 -

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

３．会計処理基準に関する事

項 

（１）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――― 
 

 

 

 

 

 

―――― 
 

―――― 
 

 

 

（１）有価証券 

 ① 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）デリバティブ 

 時価法によっております。 

（３）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、回復する見込のないものにつ

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380,250千円で

あります。 

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 

（２）重要な減価償却資産の

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

附属設備を除く）については、定額法を

採用しております。 

（追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、当連結会計年度

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。 

 ―――― ② 無形固定資産 

  定額法を採用しております。ただし、自

社利用のソフトウエアについては、社内に

おける利用可能期間に基づく定額法を採

用しております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

（３）重要な引当金の計上基

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。 

（追加情報） 

 当社は、平成20年12月1日付けで適格退

職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度及

び退職一時金制度へ移行をしております。

本移行に伴う影響額は、特別利益に「退職

給付制度終了益」として98,432千円計上し

ております。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

 ―――― 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、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

（追加情報） 

役員退職慰労金については、当期に

役員退職慰労金規程を新設したことに

伴い、当連結会計年度負担額8,066千円

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。 

  

 ―――― 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、当連結会計年度末以降に発生すると

見込まれる額を計上しております。 

 

（４）重要なリース取引の処

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。 

（５）その他連結財務諸表作

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。 

４．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

―――― 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

５．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

―――― のれんの償却については、８年間の定

額法により償却を行っております。 

６．連結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か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。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
(平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年１月31日) 

           ――――― １．担保に供している資産 

   建物                     28,943千円 

  土地                128,500千円       

   計             157,443千円 

 

  上記は長期借入金53,289千円の担保に供しております。

 

――――― ２．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金

融期間の休日であったため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれております。 

 

  受取手形     3,332千円 

  支払手形      297千円 

  設備支払手形  29,747千円  
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

――――― ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 
 

(1）販売促進費 491,698千円

(2）給与手当 3,954,122千円

(3）雑給与 2,509,896千円

(4）法定福利費 556,934千円

(5）賞与引当金繰入額 76,572千円

(6）減価償却費 321,810千円

(7）地代家賃 928,110千円

(8）備品・消耗品費 321,959千円

(9) のれんの償却 26,604千円

(10) 役員退職慰労引当金繰入額 8,066千円

(11) 貸倒引当金繰入額 25,388千円

(12) 株主優待引当金繰入額 28,605千円

  

――――― ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
 

建物 44,476千円

車両運搬具 277千円

器具備品 630千円

原状回復撤去費用 63,525千円

合計 108,910千円
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

――――― ※３ 減損損失 

当連結会計年度において、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) 

売場内装設備 建物付属設備

東京地区 

17,376

本社設備 

建物 14,915

建物附属設備 15,461

工具器具備品 2,492

土地 48,716

売場内装設備 建物付属設備 大阪地区 6,570

売場内装設備 建物付属設備 広島地区 5,316

売場内装設備 建物付属設備 福岡地区 6,108

計 116,956

（注）その他の資産について減損損失672千円を計上し

ております。 

 

 （グルーピングの方法） 

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。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項 
 
 前連結会計年度末

株式数（株） 

当連結会計年度増

加株式数（株） 

当連結会計年度減

少株式数（株） 

当連結会計年度末

株式数（株） 

発行済株式   

普通株式 109,300 ― 3,485 105,815

合計 109,300 ― 3,485 105,815

自己株式   

 普通株式(注) ― 3,485 ― 3,485

合計 ― 3,485 ― 3,485

   (注)普通株式の自己株式の株式数の増加3,845株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加

3,485株であります。 

 

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 当連結会計

年度末残高

（千円）前連結会計 

年度末 

当連結会計

年度増加

当連結会計 

年度減少 

当連結会計 

年度末 

提出会社 

（親会社） 

ストック・オプション

としての新株予約権 
普通株式 ― ― ― ― 43,496

合計 ― ― ― ― ― 43,496

 

 

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 

    該当事項はありません。 

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

――――― ※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21年１月31日現在）
 

現金及び預金勘定 1,736,957千円

現金及び現金同等物 1,736,957千円
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21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 
 

取得価額相当額 11,551千円

減価償却累計額相当額 7,517千円

期末残高相当額 4,033千円

 ② 工具、器具及び備品 
 

取得価額相当額 415,897千円

減価償却累計額相当額 264,011千円

期末残高相当額 151,886千円

 ③ ソフトウエア 
 

取得価額相当額 183,163千円

減価償却累計額相当額 100,333千円

期末残高相当額 82,830千円

 (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 111,784千円

１年超 132,219千円

合計 244,003千円

 (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 
 

支払リース料 129,538千円

減価償却費相当額 118,771千円

支払利息相当額 5,452千円

 (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。 

 (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。 

 （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。 



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

 - 26 -

（退職給付関係） 

前連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

――――― 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厚生年金基金制度、

新企業年金保険制度及び退職一時金制度を設けている。

また、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合が

ある。 

なお、当社は、平成20年12月1日付で適格退職年金制度

及び退職一時金制度を廃止し、確定拠出年金制度及び新

規の退職一時金制度へ移行した。 

当社の加入する厚生年金基金（代行部分を含む）は総

合設立方式であり、自社の拠出に対応する年金資産の額

を合理的に計算する事ができないため、退職給付に係る

会計基準（企業会計審議会 平成10年6月16日）注解12

（複数事業主制度の企業年金について）により、年金基

金への要拠出額を退職給付費用としている。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は下記のとおりである。 

 

 (1) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成 20 年 3 月 31 日現在） 

 イ.年金資産の額         68,078,070千円 

 ロ.年金財政計算上の給付債務の額 76,851,100千円  

ハ.差引額            △8,773,029千円 

 (注)年金制度全体に係る積立状況について入手可能な直近

時点の年金財政計算に基づく実際数値に基づき記載し

ている。  

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

（平成 21 年 1 月 31 日現在）             15.0％ 

       

(3)補足説明 

  上記（1）の差引額の主な要因は、年金資産の運用が

思わしくない状態が続き、前期より繰越してきた不足

金5,409,816千円と過去勤務債務残高3,363,213千円に

よるものであります。本制度における過去勤務債務の

償却方法は期間11年の元利均等償却であります。 

 

――――― 2. 退職給付債務に関する事項 

イ．退職給付債務        △10,336千円 

ロ．未積立退職給付債務     △10,336千円 

ハ．未認識数理計算上の差異    △3,658千円 

ニ．連結貸借対照表計上額純額     △6,677千円 

ホ．退職給付引当金               △6,677千円 

3. 退職給付費用に関する事項 

イ． 勤務費用                     67,967千円 

ロ． 利息費用                      6,903千円 

ハ． 期待運用収益        △4,440千円 

ニ． 数理計算上の差異       △25,696千円 

小計             44,733千円 

ホ． 厚生年金基金拠出額          208,186千円 

ヘ． 確定拠出年金掛金拠出額    5,838千円 

ト． 退職給付費用        258,758千円 

――――― 
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前連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

――――― 4．退職給付費用等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方式  期間定額基準

ロ．割引率                2.0％ 

ハ．数理計算上の差異の処理年数       ３年 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成

19年５月15日）を適用しております。 
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（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（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。 

 

当連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

１.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 104名 

当社取締役   5名 

当社従業員   13名 
当社取締役   5名 

株式の種類別ストック・

オプションの数(注) 
普通株式 1,085株 普通株式 1,700株 普通株式 1,700株 

付与日 平成17年1月5日 平成20年５月16日 平成20年５月16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。 

(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。 

(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 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22年4月26日 自 平成22年4月26日 

至 平成26年12月15日 至 平成30年4月25日 至 平成30年4月25日 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

２.ストック・オプションの規模及びその変動状況 

(１)ストック・オプションの数                         （単位：株） 

 平成16年ストック・オプション平成20年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション

権利確定前    

 前連結会計年度末 ―   

付与 ― 1,700 1,700 

失効 ― 30 ― 

 権利確定 ― ― ― 

 当連結会計年度末 ― 1,670 1,700 

権利確定後    

 前連結会計年度末 772 ― ― 

権利確定 ― ― ― 

権利行使 ― ― ― 

 失効 87 ― ― 

 当連結会計年度末 685 ― ― 

 

(２)単価情報                                 （単位：円） 

 平成16年ストック・オプション平成20年ストック・オプション 平成20年ストック・オプション

権利行使価格 250,000 70,000 70,000 

行使時平均株価 ― ― ― 

付与日における公正

な評価単価 
― 18,698 18,698 
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（持分法損益等） 

前連結会計年度（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。 

 

当連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

 
―――――  １株当たり純資産額        68,919円 55銭 

 １株当たり当期純損失金額    14,187円 89銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、

１株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

  

 

（注） １株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前連結会計年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

当期純損失（千円） ― 1,540,363 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純損失（千円） ― 1,540,363 

期中平均株式数（株） ― 108,569 
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（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

――――  当社は、平成21年１月28日開催の取締役会にて、全額

出資による子会社を設立することを決議し、平成21年２月

２日に株式会社スターキューブを設立しております。 

(1) 子会社設立の目的 

 高価格帯のアイテムを中心に、主として百貨店内に出

店する既存のブランドに加え、新ブランドとして、ショ

ピングセンターやファッションビル等への展開を強化

し、これまでと異なった顧客層の取り込みを図るもので

あります。 

(2) 子会社となる会社の概要 

 商号 株式会社スターキューブ 

 代表者 代表取締役社長 林原 剛 

    （株式会社ナルミヤ・インターナショナル 

     取締役執行役員常務） 

 資本金 30百万円 

 設立年月日 平成21年２月２日 

(3) 事業内容 

 オリジナルブランドの展開による子供用繊維製品並び

に関連製品の製造加工販売 

(4) 事業年度の末日 １月31日 

(5) 大株主及び持株比率 

 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 100％ 
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５.生産、仕入及び販売の状況 
 (1)生産実績 

 当連結会計年度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 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

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

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 3,710 18.6 19,901 

ヤングレディスブランド － － 90,924 

合計 3,710 3.3 110,826 

 （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 

 当連結会計年度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 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

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

仕入高（千円） 前年同期比（％） 仕入高（千円） 

ジュニアブランド 5,036,254 80.8 5,771,476 

ベビー・トドラーブランド 3,743,800 ― 4,523,233 

ヤングレディスブランド 165,408 45.2 366,331 

合計 8,945,464 ― 10,661,040 

 （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 

 当連結会計年度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 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

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

販売高（千円） 前年同期比（％） 販売高（千円） 

ジュニアブランド 11,307,991 83.8 13,487,250 

ベビー・トドラーブランド 8,410,425 ― 9,937,845 

ヤングレディスブランド 284,843 40.1 710,054 

ロイヤリティ収入 357,948 130.2 274,909 

その他 87,339 114.3 76,380 

合計 20,448,548 ― 24,486,441 

 （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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当連結会計年度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 

当連結会計年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

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

販売高（千円） 前年同期比（％） 販売高（千円） 

mezzo piano 4,518,478 86.3 5,238,622 

pom ponette 1,405,407 86.9 1,617,923 

DAISY LOVERS Paradise 
kids 

        882,951 94.6          933,412 

ANGEL BLUE kids 777,427 87.0 893,083 

paul frank 495,038 365.0 135,624 

MINI-K 108,586 9.7 1,119,179 

その他 222,536 ― ― 

小  計 8,410,425 95.1 9,937,845 

ヤ
ン
グ
レ
デ
ィ

ス
ブ
ラ
ン
ド 

jusqua 259,671 38.5 674,023 

Pink Papillon 25,172 69.9 36,030 

小  計 284,843 40.1 710,054 

 

 

 

ジ
ュ
ニ
ア
ブ
ラ
ン
ド 

ANGEL BLUE 1,945,724 68.6 2,835,212 

mezzo piano junior 2,426,795 86.4 2,808,368 

pom ponette junior 1,956,930 90.4 2,163,961 

DAISY LOVERS 2,121,025 84.2 2,518,881 

BLUE CROSS girls 947,151 83.5 1,134,679 

BLUE CROSS 1,910,363 94.3 2,026,147 

小  計 11,307,991 83.8 13,487,250 

ベ
ビ
―
・
ト
ド
ラ
―
ブ
ラ
ン
ド 



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

 - 33 -

６.財務諸表等 
（１）貸借対照表 

  
前事業年度 

(平成20年１月31日) 
当事業年度 

(平成21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
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  1,986,949  1,707,934

２ 受取手形 ※２ 100,369  62,011

３ 売掛金  3,935,147  3,203,791

４ 商品・製品  1,886,143  1,936,960

５ 原材料  3,010  34

６ 仕掛品  8,120  3,206

７ 前払費用  155,276  136,873

８ 繰延税金資産  247,245  53,873

９ 未収入金  33,590  ―

10 未収法人税等  5,031  37,458

11 その他  35,144  136,227

貸倒引当金  △403  △24,438

流動資産合計  8,395,626 66.5  7,253,934 67.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1）建物  1,680,055 1,486,093 

減価償却累計額  1,350,735 329,320 1,335,600 150,493

(2）車両運搬具  9,293 6,458 

減価償却累計額  8,054 1,239 5,814 644

(3）工具、器具及び備品  140,398 148,389 

減価償却累計額  108,223 32,174 122,678 25,710

(4）土地  298,940  281,040

有形固定資産合計  661,673 5.3  457,889 4.2

２ 無形固定資産   

(1）ソフトウェア  52,368  93,262

無形固定資産合計  52,368 0.4  93,262 0.9
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前事業年度 

(平成20年１月31日) 
当事業年度 

(平成21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
（％）

３ 投資その他の資産   

(1）投資有価証券  29,580  25,143

(2) 子会社株式  ―  209,948

(3) 関係会社長期貸付金  ―  212,000

(4）破産債権、更生債権その
他これらに準ずる債権 

 7,508  7,748

(5) 長期前払費用  53,019  49,738

(6）長期性預金  1,600,000  1,600,000

(7）繰延税金資産  150,376  ―

(8）差入保証金  1,060,688  897,734

(9）保険積立金  563,890  ―

(10）その他  48,278  29,919

貸倒引当金  △5,980  △7,333

投資その他の資産合計  3,507,362 27.8  3,024,899 27.9

固定資産合計  4,221,404 33.5  3,576,051 33.0

資産合計  12,617,031 100.0  10,829,986 100.0
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前事業年度 

(平成20年１月31日) 
当事業年度 

(平成21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
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形 ※２ 238,382  152,497

２ 買掛金  1,683,551  1,724,027

３ 未払金  386,964  502,385

４ 未払費用  389,343  398,536

５ 未払法人税等  20,271  ―

６ 未払消費税等  10,497  ―

７ 前受金  58,027  39,525

８ 預り金  57,906  99,780

９ 賞与引当金  100,040  76,572

10 返品調整引当金  39,795  34,832

11 株主優待引当金  ―  28,605

12 設備支払手形 ※２ 156,511  95,357

13 その他  9,921  8,407

流動負債合計  3,151,143 25.0  3,160,528 29.2

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  149,053  6,677

２ 役員退職慰労引当金  ―  63,599

３ 預り保証金  20,267  ―

４ その他  ―  94,267

固定負債合計  169,320 1.3  164,544 1.5

負債合計  3,320,463 26.3  3,325,073 30.7
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前事業年度 

(平成20年１月31日) 
当事業年度 

(平成21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
（％）

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  920,550 7.3  920,550 8.5

２ 資本剰余金   

(1)資本準備金  1,124,950 1,124,950 

資本剰余金合計  1,124,950 8.9  1,124,950 10.4

３ 利益剰余金   

(1)利益準備金  12,500 12,500 

(2)その他利益剰余金   

別途積立金  7,000,000 6,908,541 

繰越利益剰余金  236,441 △1,371,383 

利益剰余金合計  7,248,941 57.5  5,549,658 51.2

４ 自己株式  ―  △130,687 △1.2

株主資本合計  9,294,441 73.7  7,464,470 68.9

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  2,125  △3,054

評価・換算差額等合計  2,125 0.0  △3,054 0.0

Ⅲ 新株予約権  ―  43,496 0.4

純資産合計  9,296,567 73.7  7,504,912 69.3

負債純資産合計  12,617,031 100.0  10,829,986 100.0
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（２）損益計算書 

  
前事業年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21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
（％）

Ⅰ 売上高  24,486,441 100.0  20,226,012 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 商品・製品期首たな卸高  1,988,524 1,886,143 

２ 当期商品仕入高  10,661,040 8,906,863 

３ 当期製品製造原価  71,609 12,331 

合計  12,721,175 10,805,337 

４ 商品・製品期末たな卸高  1,886,143 10,835,031 44.3 1,936,960 8,868,377 43.8

返品調整引当金繰入額  39,795  34,832

返品調整引当金戻入額  △34,334  △39,795

売上総利益  13,645,947 55.7  11,362,598 56.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 13,583,751 55.5  11,985,458 59.3

営業利益又は 
営業損失（△） 

 62,196 0.2  △622,859 △3.1

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  24,721 19,608 

２ 仕入割引  67,163 38,644 

３ 雑収入  23,688 115,572 0.5 23,184 81,437 0.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 自己株手数料  ― 1,175 

２ 消費税等調整額  18,248 ― 

３ 雑損失  825 19,073 0.1 6,736 7,912 0.0

経常利益又は 
経常損失（△） 

 158,695 0.6  △549,334 △2.7
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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) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21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
（％）

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益  ― 1,201 

２ 貸倒引当金戻入益  11,389 ― 

３ 退職給付制度終了益  ― 11,389 0.0 98,432 99,634 0.5

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※２ 37,422 107,529 

２  減損損失 ※３ 50,103 50,331 

３  過年度役員退職慰労引
当金繰入額 

 ― 57,033 

４  本支店移転費用  ― 103,770 

５  保険解約損  ― 46,529 

６  貸倒損失  ― 82,375 

７  割増退職金  ― 72,386 

８  ゴルフ会員権評価損  ― 22,925 

９ その他  ― 87,526 0.3 7,151 550,034 2.7

税引前当期純利益又は 
税引前当期純損失（△） 

 82,557 0.3  △999,734 △4.9

法人税、住民税 
及び事業税 

 138,111 26,443 

未払法人税等取崩額  △13,012 ― 

法人税等調整額  △49,207 75,892 0.3 345,206 371,649 1.8

当期純利益又は 
当期純損失（△） 

 6,665 0.0  △1,371,383 △6.8
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21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 
（％） 

Ⅰ 材料費  30,463 43.3 ― ― 

Ⅱ 外注加工費  39,823 56.7 7,416 100.0 

当期総製造費用  70,286 100.0 7,416 100.0 

期首仕掛品たな卸高  9,444  8,120  

合計  79,730  15,536  

期末仕掛品たな卸高  8,120  3,206  

当期製品製造原価  71,609  12,331  

  原価計算の方法 原価計算の方法 

 原価計算の方法は、品番別の 

実際個別原価計算であります。 

同左 
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（４）株主資本等変動計算書 

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 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 12,500 7,000,000 557,676 7,570,176 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 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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当事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日）            

 株主資本  

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 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 12,500 7,000,000 236,441 7,248,941 ― 

9,294,441

事業年度中の変動額    

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

自己株式の取得   △130,687 △130,687

当期純損失  △1,371,383 △1,371,383  △1,371,383

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

   

連結会計年度中の変動額

合計     （千円） 
― ― ― △91,458 △1,607,825 △1,699,283 △130,687 △1,829,971

平成21年１月31日残高 

（千円） 
920,550 1,124,950 12,500 6,908,541 △1,371,383 5,549,658 △130,687 7,464,470

 

 

 

 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

連結会計年度中の変動額   

別途積立金の取崩し   ―

剰余金の配当   △327,900

自己株式の取得   △130,687

当期純損失   △1,371,383

株主資本以外の項目の

連結会計年度中の変動

額（純額） 

△5,179 △5,179 43,496 38,316

連結会計年度中の変動額

合計     （千円） 
△5,179 △5,179 43,496 △1,791,654

平成21年１月31日残高 

（千円） 
△3,054 △3,054 43,496 7,504,912
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

―――― 

 

(2) その他有価証券 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(2) その他有価証券 

時価のあるもの 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）。 

同左 

２ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

―――― デリバティブ 

時価法 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

① 商品・製品 ① 商品・製品 

個別法による原価法 同左 

  ただし、季越の商品で著しく価額

が低下し、回復する見込のないもの

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。 

 当該評価減の金額は357,433千円

であります。 

 ② 原材料 ② 原材料 

 個別法による原価法 同左 

 ③ 仕掛品 ③ 仕掛品 

 個別法による原価法 同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産 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

物附属設備を除く）については、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。 

 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

物附属設備を除く）については、定額

法を採用しております。 

（追加情報） 

   法人税法の改正に伴い、当連結会計

年度より平成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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項目 
前事業年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

 ② 無形固定資産 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エアについては、

社内における利用可能期間に基づく定

額法を採用しております。 

同左 

５ 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 (ア)  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。 

同左 

 ② 賞与引当金 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。 

同左 

 ③ 返品調整引当金 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。 

同左 

 ④ 退職給付引当金 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。 

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。 

（追加情報） 

 当社は、平成20年12月1日付けで適格

退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制

度及び退職一時金制度へ移行をしており

ます。 

本移行に伴う影響額は、特別利益に「退

職給付制度終了益」として98,432千円計

上しております。 
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項目 
前事業年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

  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、当事業年度より内規に基づく

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

図るためのものであります。 

   この変更に伴い、当事業年度負担額

6,566千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6,566千

円、税引前当期純損失は  57,033千円

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、当事業年度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、当事業年度より当

事業年度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当

期純損失はそれぞれ28,605千円増加し

ております。 

６ 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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

７ 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 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 

  

 

（会計処理方法の変更） 
前事業年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31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。これにより減損損失140,453千円を特別損失として

計上しております。 

―――― 

 

（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

等の適用指針」（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9,621,919千円

であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸

表等規則により作成しております。 

―――― 
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（表示方法の変更） 
 

前事業年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

―――― 

 

（貸借対照表） 

１．未収入金 

前事業年度において、流動資産に区分掲記しておりま

した「未収入金」は、金額の重要性が乏しいため、当事

業年度から、流動資産の「その他」に含めております。

なお、当事業年度の流動資産に含まれている「未収入金」

は19,328千円です。 

２．保険積立金 

前事業年度において、投資その他の資産に区分掲記し

ておりました「保険積立金」は、金額の重要性が乏しい

ため、当事業年度から、投資その他の資産の「その他」

に含めております。なお、当事業年度の投資その他の資

産に含まれている「保険積立金」は4,864千円です。 

３．預り保証金 

前事業年度において、固定負債に区分掲記しておりま

した「預り保証金」は、金額の重要性が乏しいため、当

事業年度から、固定負債の「その他」に含めております。

なお、当事業年度の固定負債に含まれている「預り保証

金」は61,695千円です。 

 

 

注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成20年１月31日) 

当事業年度 
(平成21年１月31日) 

――――― 
 

 

 

 

 

 

 

 

１．偶発債務 

  債務保証 

  以下の内容で、金融機関からの借入に対し債務保証を

行っております。 

  

 

 

 

２．期末日満期手形 

 期末日満期手形の会計処理については、手形交換日

をもって決済処理しております。なお、当期末日が金融

期間の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残

高に含まれております。 

 

  受取手形     3,332千円 

  支払手形      297千円 

  設備支払手形  29,747千円  

 

保証先 金額(百万円) 内容 

㈱ミリカンパニー

リミテッド 
18,100千円 借入債務
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 
 

(1）販売促進費 664,641千円

(2）給与手当 4,201,278千円

(3）雑給与 2,913,977千円

(4）法定福利費 579,886千円

(5）賞与引当金繰入額 100,040千円

(6）減価償却費 292,026千円

(7）地代家賃 978,535千円

(8）備品・消耗品費 440,855千円
  

(1）販売促進費 487,927千円

(2）給与手当 3,900,509千円

(3）雑給与 2,498,336千円

(4）法定福利費 551,446千円

(5）賞与引当金繰入額 76,572千円

(6）減価償却費 311,824千円

(7）地代家賃 903,577千円

(8）備品・消耗品費 319,735千円

(9) 役員退職慰労引当金繰入額 6,566千円

(10) 貸倒引当金繰入額 25,388千円

(11) 株主優待引当金繰入額 28,605千円

 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52％

一般管理費に属する費用 約48％

販売費に属する費用 約52％

一般管理費に属する費用 約48％

  

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
 

建物 31,007千円

工具、器具及び備品 17千円

原状回復撤去費用 6,397千円

合計 37,422千円
  

建物 44,476千円

車両運搬具 229千円

工具、器具及び備品 630千円

原状回復撤去費用 62,193千円

合計 107,529千円
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

※３ 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 

設備 
建物付属設備 東京地区 33,734

売場内装 

設備 
建物付属設備 大阪地区 5,257

売場内装 

設備 
建物付属設備 広島地区 1,255

売場内装 

設備 
建物付属設備 福岡地区 9,585

計 49,833 

（注）その他の資産について減損損失270千円を計上し

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。 

 

※３ 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

設備 
建物付属設備 

東京地区 

14,383

本社設備 建物附属設備 

工具器具備品 

15,461

2,492

売場内装

設備 
建物付属設備 大阪地区 6,570

売場内装

設備 
建物付属設備 広島地区 5,316

売場内装

設備 
建物付属設備 福岡地区 6,108

計 50,331

 

 （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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(株主資本等変動計算書関係) 

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

自己株式   

 普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

     (注)普通株式の自己株式の株式数の増加3,845株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加3,485

株であります。 

 

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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当事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21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 ― 3,485 105,815

合計 109,300 ― 3,485 105,815

自己株式   

 普通株式 ― 3,485 ― 3,485

合計 ― 3,485 ― 3,485

 

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 ― ― ― ― 43,496

合計 ― ― ― ― ― 43,496

 

 

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 

    該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

前事業年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21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）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 
 

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

取得価額相当額 11,551千円

減価償却累計額相当額 7,517千円

期末残高相当額 4,033千円

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 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

取得価額相当額 415,897千円

減価償却累計額相当額 264,011千円

期末残高相当額 151,886千円

③ ソフトウエア ③ ソフトウエア 
 

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

取得価額相当額 178,945千円

減価償却累計額相当額 97,099千円

期末残高相当額 81,846千円

(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 

(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 117,534千円

１年超 232,550千円

合計 350,084千円

１年内 110,940千円

１年超 132,078千円

合計 243,019千円

(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 
 

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

支払リース料 129,085千円

減価償却費相当額 118,340千円

支払利息相当額 5,429千円

(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 

 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 

(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 

（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 
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（退職給付関係） 

前事業年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

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、退職一時金制度、

適格退職年金制度及び厚生年金基金制度を併用してお

ります。 

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厚生年金基金制度、

新企業年金保険制度及び退職一時金制度を設けている。

また、従業員の退職に際して割増退職金を支払う場合が

ある。 

なお、当社は、平成20年12月1日付で適格退職年金制度

及び退職一時金制度を廃止し、確定拠出年金制度及び新

規の退職一時金制度へ移行した。 

当社の加入する厚生年金基金（代行部分を含む）は総

合設立方式であり、自社の拠出に対応する年金資産の額

を合理的に計算する事ができないため、退職給付に係る

会計基準（企業会計審議会 平成10年6月16日）注解12

（複数事業主制度の企業年金について）により、年金基

金への要拠出額を退職給付費用としている。 

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度に関する事項は下記のとおりである。 

 

 (2) 制度全体の積立状況に関する事項 

（平成 20 年 3 月 31 日現在） 

 イ.年金資産の額         68,078,070千円 

 ロ.年金財政計算上の給付債務の額 76,851,100千円  

ハ.差引額            △8,773,029千円 
 (注)年金制度全体に係る積立状況について入手可能な直近

時点の年金財政計算に基づく実際数値に基づき記載し

ている。  

(3) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

（平成 21 年 1 月 31 日現在）             15.0％ 

  (3)補足説明 

  上記（1）の差引額の主な要因は、年金資産の運用が

思わしくない状態が続き、前期より繰越してきた不足

金5,409,816千円と過去勤務債務残高3,363,213千円に

よるものであります。本制度における過去勤務債務の

償却方法は期間11年の元利均等償却であります。 

２．退職給付債務に関する事項 

イ．退職給付債務       △414,228千円 

ロ．年金資産                    355,267千円 

ハ．未認識数理計算上の差異     △90,092千円 

ニ．退職給付引当金            △149,053千円 

 

(注） 当社は総合設立代行型の東京アパレル厚生年金基

金に加入しており、当該厚生年金基金制度は退職給付

会計実務指針第33項の例外処理を行う制度でありま

す。同基金の報告に基づく年金資産の残高は

71,161,005千円であり、当社の掛金の拠出割合は

13.03％となっており、この拠出割合に基づき年金資産

を計算した場合には9,272,278千円となります。 

 

 

 

 

２．退職給付債務に関する事項 

イ．退職給付債務        △10,336千円 

ロ．未積立退職給付債務     △10,336千円 

ハ．未認識数理計算上の差異    △3,658千円 

ニ．連結貸借対照表計上額純額     △6,677千円 

ホ．退職給付引当金               △6,677千円 
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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) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日) 

３．退職給付費用に関する事項 

イ． 勤務費用                    338,463千円 

ロ． 利息費用                      9,406千円 

ハ． 期待運用収益        △5,557千円 

ニ． 数理計算上の差異       △11,962千円 

ホ． 退職給付費用        330,350千円 

（注） 上記勤務費用には、厚生年金基金に係わる拠出

金242,952千円が含まれています。 

３．退職給付費用に関する事項 

イ． 勤務費用                     67,967千円 

ロ． 利息費用                      6,903千円 

ハ． 期待運用収益        △4,440千円 

ニ． 数理計算上の差異       △25,696千円 

小計             44,733千円 

ホ． 厚生年金基金拠出額          207,704千円 

ヘ． 確定拠出年金掛金拠出額    5,838千円 

ト． 退職給付費用        258,276千円 
 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

イ.退職給付見込額の期間配分方式 期間定額基準 

ロ.割引率               2.0％ 

ハ.期待運用収益率           1.5％ 

ニ.数理計算上の差異の処理年数     ３年 

（発生年度の翌期から定額法で処理） 

４．退職給付費用等の計算の基礎に関する事項 

イ．退職給付見込額の期間配分方式  期間定額基準

ロ．割引率                2.0％ 

ハ．数理計算上の差異の処理年数       ３年 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正（その２）」（企業会計基準第14号 平成

19年５月15日）を適用しております。 

 

 

 

（持分法損益等） 

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。 

 

当事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21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） 

前事業年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

 
 １株当たり純資産額         85,055円 51銭 

 １株当たり当期純利益金額       60円 98銭 

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。 

 １株当たり純資産額        70,513円 79銭 

 １株当たり当期純損失金額     12,631円 47銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりま

せん。 

  

 

（注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 6,665 △1,371,383 

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当期純損失

(△)（千円） 
6,665 △1,371,383 

期中平均株式数（株） 109,300 108,569 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
(自 平成19年２月１日 
  至 平成20年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年２月１日 
  至 平成21年１月31日) 

――――  当社は、平成21年１月28日開催の取締役会にて、全額

出資による子会社を設立することを決議し、平成21年２月

２日に株式会社スターキューブを設立しております。 

(1) 子会社設立の目的 

 高価格帯のアイテムを中心に、主として百貨店内に出

店する既存のブランドに加え、新ブランドとして、ショ

ピングセンターやファッションビル等への展開を強化

し、これまでと異なった顧客層の取り込みを図るもので

あります。 

(2) 子会社となる会社の概要 

 商号 株式会社スターキューブ 

 代表者 代表取締役社長 林原 剛 

    （株式会社ナルミヤ・インターナショナル 

     取締役執行役員常務） 

 資本金 30百万円 

 設立年月日 平成21年２月２日 

(3) 事業内容 

 オリジナルブランドの展開による子供用繊維製品並び

に関連製品の製造加工販売 

(4) 事業年度の末日 １月31日 

(5) 大株主及び持株比率 

 株式会社ナルミヤ・インターナショナル 100％ 

 

 

 

 

 

７．その他 

   

該当事項はありません。 




