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1.  平成22年1月期第1四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年4月30日） 

(注）1.平成21年1月期第1四半期については、連結財務諸表を作成しておりませんので記載しておりません。 
   2.潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するものの1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

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

22年1月期第1四半期 4,220 ― △420 ― △389 ― △423 ―
21年1月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年1月期第1四半期 △4,040.77 ―
21年1月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年1月期第1四半期 9,790 6,829 69.3 65,538.99
21年1月期 11,148 7,336 65.4 68,919.55

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  6,781百万円 21年1月期  7,292百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（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

21年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年1月期 ―
22年1月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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）  無  

（注）1. 平成21年2月2日に株式会社スターキューブ（当社全額出資）を、平成21年3月31日に娜露密雅商貿（上海）有限公司（当社全額出資）を 
     設立 しております。 
   2. 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、 
  実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針（企業会計 
  基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第1四半期 109,300株 21年1月期  109,300株
② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  5,825株 21年1月期  3,485株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第1四半期 104,716株 21年1月期第1四半期 109,300株
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当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、昨年来の世界経済の減速を受けた需要の急速な冷え込みによる

企業業績の悪化や、設備投資の減少が続き、景気は急速に後退いたしました。 

 このような経済情勢の下で、一般消費者の生活防衛意識や節約志向が以前にも増して高まり、当社グループが属するア

パレル業界におきましても売上維持のための低価格化や徹底的なコストカットなど、生き残りをかけた厳しい生存競争が

展開されております。 

 このような環境の中で、当社グループは収益力の改善を目指し、業務の見直しによる構造改革や、今後の成長分野への

投資戦略などの重点施策を着実に実行してまいりました。 

その一環として、百貨店に偏重した事業ポートフォリオを見直し、販売チャネルの拡大を図るために、平成21年２月

２日に、当社全額出資による子会社株式会社スターキューブを設立いたしました。高価格帯のアイテムを中心に主として

百貨店に出店している当社に対して、株式会社スターキューブでは、ショッピングセンターやファッションビル等へと展

開し、販売チャネルを拡大することで、これまでとは異なる顧客層を開拓することを目的といたしております。株式会社

スターキューブにおいては平成21年４月末現在で、Lovetoxic（ラブトキシック）の店舗名で首都圏のショッピングセン

ターに２店舗をオープンいたしております。 

また、当社グループは販路拡大のために海外、とりわけ中国への出店を重要視しており、平成21年３月31日に、当社

全額出資による子会社娜露密雅商貿（上海）有限公司を上海に設立いたしました。中国国内での現地法人の設立は、今後

の出店をスムースに進める上で有益であることはもちろん、現地工場の指導や品質管理にも有用であると考えておりま

す。現地法人を設立したことで、これまで当社が行っておりました中国国内における各種業務を、娜露密雅商貿（上海）

有限公司に引き継ぎ現地で直接監督させることで、よりきめ細かな管理を行うことができるようになるため、これまで以

上に積極的に中国における事業の拡大が図れるものと考えております。 

  このように当社グループにおきましては、業績の回復のために様々な施策を実行いたしております。しかしながら、厳

しい経済情勢によって消費マインドは依然低迷しており、当社グループの百貨店チャネルでの売上高が前年同期と比較し

て80％台で推移し、またショッピングセンター等においても客単価の低下がみられるなど、当第１四半期連結会計期間は

厳しい水準で推移いたしました。 

  以上の結果、売上高4,220百万円、営業損失420百万円、経常損失389百万円、四半期純損失423百万円となりました。  

  

  

  

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、9,790百万円となり、前連結会計年度末と比較し、1,357百万円減

少いたしました。その主な要因は、受取手形及び売掛金の減少1,210百万円等によるものであります。 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、2,961百万円となり、前連結会計年度末と比較し、850百万円減

少いたしました。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少417百万円や社債の償還100百万円等によるものであり

ます。  

 なお、純資産は、6,829百万円となり、自己資本比率は、前連結会計年度末と比較し、3.8ポイント改善いたしまし

た。  

  

（キャッシュフローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,708百万円となり、前連 

結会計年度末より28百万円減少いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な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） 

 営業活動の結果使用された資金は、30百万円となりました。これは主に売上債権の減少1,179百万円があったもの

の、仕入債務の減少417百万円、税金等調整前四半期純損失415百万円の計上及びたな卸資産の増加334百万円等によ

り資金が減少したことによります。 

（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、287百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出100百万円が

あったものの、定期預金の払戻による収入400百万円があったことによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用された資金は、285百万円となりました。これは主に社債の償還100百万円や自己株式の取得87

百万円等があったことによります。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当期の業績予想につきましては、平成21年３月13日発表の数値に変更はありません。 

   

  

 該当事項はありません。 

（注）当社は、平成21年２月２日に完全子会社である株式会社スターキューブを設立、当第１四半期連結会計期 

  間より連結の範囲に含めておりますが、開示府令第19条第７項に規定する特定子会社には該当いたしません。

    また、平成21年３月31日に完全子会社である娜露密雅商易(上海)有限公司を中国・上海に設立しておりま 

  が、四半期連結財務諸表への影響が軽微であることから、連結の範囲に含めておらず、持分法の適用もして 

  おりません。また、開示府令第19条第７項に規定する特定子会社にも該当しておりません。    

   

(簡便な会計処理） 

① 棚卸資産の評価 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出においては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

を基礎として、合理的な方法により算定しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として、定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定しております。  

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表 

 に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結 

 財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号平成18年７月５日公表分）が

適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。  

  

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号 平成19年３月30日改正）及び「リース

取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 平成19年３月30日改正）を当第１四半期連結

会計期間から適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。  

 当第１四半期連結会計期間においては対象となる取引がないため、この変更による当第１四半期連結会計期間

の損益に与える影響はありません。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外

ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用していま

す。 

  

④ ポイント引当金の計上基準の変更 

 ポイント利用による費用は、従来ポイント利用時に営業費用で処理しておりましたが、株主優待券をポイント

として選択することが可能となり、ポイント残高が増加したことに伴い、当第１四半期連結会計期間末日以降に

発生すると見込まれる額をポイント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、経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ

5,127千円増加しております。   

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,708,417 1,736,957

受取手形及び売掛金 2,100,843 3,311,081

商品 2,347,279 2,013,090

原材料 34 34

仕掛品 3,206 3,206

繰延税金資産 53,873 53,873

未収還付法人税等 48,107 37,458

その他 179,087 272,623

貸倒引当金 △22,916 △24,890

流動資産合計 6,417,934 7,403,436

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 204,063 177,414

機械装置及び運搬具（純額） 594 644

工具、器具及び備品（純額） 34,455 29,587

土地 390,840 409,540

有形固定資産合計 629,954 617,186

無形固定資産   

のれん 385,761 399,063

ソフトウエア 109,888 99,881

無形固定資産合計 495,649 498,945

投資その他の資産   

投資有価証券 45,558 25,747

長期預金 1,200,000 1,600,000

差入保証金 912,779 923,657

その他 96,245 86,588

貸倒引当金 △7,313 △7,333

投資その他の資産合計 2,247,270 2,628,659

固定資産合計 3,372,874 3,744,792

資産合計 9,790,808 11,148,228
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,484,306 1,902,301

短期借入金 － 50,000

1年内償還予定の社債 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 127,551 140,712

未払金 315,354 510,938

未払費用 262,356 407,003

賞与引当金 153,145 76,572

返品調整引当金 31,308 34,832

株主優待引当金 87,066 28,605

ポイント引当金 5,127 －

設備関係支払手形 52,886 95,357

その他 170,993 149,570

流動負債合計 2,690,096 3,495,894

固定負債   

長期借入金 84,115 118,457

退職給付引当金 17,722 6,677

役員退職慰労引当金 67,524 65,099

その他 102,304 125,881

固定負債合計 271,665 316,116

負債合計 2,961,762 3,812,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 920,550 920,550

資本剰余金 1,124,950 1,124,950

利益剰余金 4,957,546 5,380,678

自己株式 △218,143 △130,687

株主資本合計 6,784,903 7,295,491

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,256 △2,769

評価・換算差額等合計 △3,256 △2,769

新株予約権 47,399 43,496

純資産合計 6,829,046 7,336,218

負債純資産合計 9,790,808 11,148,228

(㈱）ナルミヤ･インナーナショナル（3364）　平成22年1月期　第1四半期決算短信

-　6　-



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 4,220,569

売上原価 1,796,351

売上総利益 2,424,218

販売費及び一般管理費 2,844,959

営業損失（△） △420,741

営業外収益  

受取利息 3,722

仕入割引 10,396

デリバティブ評価益 9,618

雑収入 16,260

営業外収益合計 39,997

営業外費用  

支払利息 1,741

為替差損 6,415

雑損失 921

営業外費用合計 9,077

経常損失（△） △389,821

特別利益  

固定資産売却益 5,436

貸倒引当金戻入額 2,156

特別利益合計 7,592

特別損失  

固定資産除却損 26,080

減損損失 3,306

その他 3,506

特別損失合計 32,892

税金等調整前四半期純損失（△） △415,121

法人税、住民税及び事業税 8,010

法人税等調整額 －

法人税等合計 8,010

四半期純損失（△） △423,132
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △415,121

減価償却費 42,513

減損損失 3,306

株式報酬費用 3,903

のれん償却額 13,302

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,044

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,425

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,994

賞与引当金の増減額（△は減少） 76,572

返品調整引当金の増減額（△は減少） △3,523

株主優待引当金の増減額（△は減少） 58,460

ポイント引当金の増減額（△は減少） 5,127

受取利息 △3,722

支払利息 1,741

有形固定資産売却損益（△は益） △5,436

固定資産除却損 26,080

売上債権の増減額（△は増加） 1,179,392

たな卸資産の増減額（△は増加） △334,189

仕入債務の増減額（△は減少） △417,994

その他 △261,111

小計 △19,223

利息及び配当金の受取額 7,810

利息の支払額 △1,850

法人税等の支払額 △17,735

営業活動によるキャッシュ・フロー △30,999

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 400,000

投資有価証券の取得による支出 △298

有形固定資産の取得による支出 △100,237

有形固定資産の売却による収入 29,502

無形固定資産の取得による支出 △18,448

関係会社株式の取得による支出 △20,000

差入保証金の差入による支出 △12,150

差入保証金の回収による収入 23,028

保険積立金の積立による支出 △7,366

その他 △6,095

投資活動によるキャッシュ・フロー 287,934
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △50,000

長期借入金の返済による支出 △47,503

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △87,455

配当金の支払額 △515

財務活動によるキャッシュ・フロー △285,474

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,539

現金及び現金同等物の期首残高 1,736,957

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,708,417
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日）  

 当社グループは、同一セグメントに属する子供服・関連製品の製造加工販売を行っており、当該事業以外に事

業の種類がないため、記載しておりません。  

  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

  

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、記載しておりません。 

  

  

 当社は、平成21年２月16日での取締役会決議において、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、自己株式取得に係る事項を決議し、当第１四半期連結会計期間において自己 

株式を2,340株取得しております。この結果、当第１四半期連結会計期間において自己株式が87,455千円増加

し、当第１四半期連結会計期間末において自己株式は218,143千円となっております。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」  

前年同四半期に係る個別財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年２月１日～４月30日） 

  

（注）１．当社は、前第３四半期連結累計期間より連結財務諸表を作成しております。 

   ２．この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー

     対象ではありません。  

科目 

前年同四半期
（平成21年１月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  5,128,215

Ⅱ 売上原価  2,099,437

売上総利益  3,028,777

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,200,298

営業損失  171,521

Ⅳ 営業外収益  21,818

Ⅴ 営業外費用  960

経常損失  150,663

Ⅵ 特別利益  314

Ⅶ 特別損失  104,227

税金等調整前四半期純損失  254,576

税金費用 △94,156

四半期純損失  160,419
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前第１四半期累計期間（平成20年２月１日～４月30日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年１月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー   

税引前四半期純損失  △254,576

減価償却費   71,707

長期前払費用償却費   1,860

減損損失   17,078

退職給付引当金の減少額 △8,728

貸倒引当金の減少額  △314

賞与引当金の増加額   100,561

返品調整引当金の増加額  16,124

役員退職慰労引当金の増加額   58,574

受取利息及び受取配当金 △5,643

固定資産除却損   23,559

売上債権の減少額   1,233,494

たな卸資産の増加額  △346,293

仕入債務の増加額   55,843

その他流動資産の減少額  72,426

その他流動負債の減少額 △72,614

その他  △14,304

小計  948,757

利息及び配当金の受取額  12,381

法人税等の支払・還付額 △11,940

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー  949,197

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー   

有形固定資産の取得による支出 △91,570

無形固定資産の取得による支出 △5,700

差入保証金の差入による支出  △22,554

差入保証金の返還による収入  107,397

その他  △2,493

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

△14,921
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（注）１．当社は、前第３四半期連結累計期間より連結財務諸表を作成しております。 

   ２．この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー

     対象ではありません。  

  
前年同四半期

（平成21年１月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー   

配当金の支払額  △217,197

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

△217,197

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  717,078

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四半期末 
残高  2,704,028
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    前第１四半期累計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年４月30日） 

 当社は、同一セグメントに属する子供服・関連製品の製造加工販売を行っており、当該事業以外に事業の種類

がないため、記載しておりません。  

  

    前第１四半期累計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年４月30日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する在外支店がないため、記載しておりません。  

  

  

    前第１四半期累計期間(自 平成20年２月１日 至 平成20年４月30日） 

 海外売上高は、いずれも売上高の10％未満であるため、記載しておりません。  

  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

６．その他の情報
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