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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7月31日） 

（注）1.平成21年１月期第２四半期については、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2四半期 8,078 ― △990 ― △952 ― △1,226 ―
21年1月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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2四半期 △11,830.69 ―
21年1月期第2四半期 ― ―

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2四半期 8,001 5,949 73.7 58,199.61
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2四半期  5,898百万円 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 ― 0.00
22年1月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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、 
    平成21年７月10日に株式会社ナルミヤ・ワンパ(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2四半期 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2四半期  7,953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2四半期 103,672株 21年1月期第2四半期 108,569株
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＜経営成績＞  

当第２四半期連結累計期間における我が国の経済は、世界的な金融不安が発生したことに端を発した国内経済の

景気後退局面からの回復の兆しがようやく見え始め、景気回復への期待が高まりつつありますが、雇用環境の改善

までには至っておらず、実質所得の減少による消費マインドの低迷が続いております。当社グループが属するアパ

レル業界におきましても、一般消費者の生活防衛意識や節約志向による買い控えは改善されず、また、これらに加

えて、新型インフルエンザの国内感染が発生したことで、百貨店やショッピングセンターの来客が激減し、大きな

ダメージを受けました。 

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、百貨店に偏重した事業ポートフォリオを見直し

て販売チャネルを拡大する施策を採っております。ショッピングセンター向けの低価格ショップとして平成21年２

月に登場しましたLovetoxic（ラブトキシック）は、当第２四半期連結会計期間末までに首都圏に３店舗を出店して

おり、今後の全国展開へ向けた準備が整いました。 

また、海外チャネルの拡大にも注力し、当社グループブランドの中国市場への展開も積極的に進めてまいりまし

た。 

一方で、百貨店チャネルの収益改善にも取り組んでおります。消費者の低価格志向は百貨店チャネルにおいても

例外ではなく、新たに、百貨店向けの低価格ブランド「Lindsay(リンジィ)」を６月に発表し、当第３四半期より主

要都市の百貨店へ展開しております。  

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、当社グループの主力チャネルである百貨店での売

上高が前年を下回って推移し、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２四半

期連結累計期間の業績は厳しい水準で推移いたしました。 

 以上の結果、売上高8,078百万円、営業損失990百万円、経常損失952百万円、四半期純損失1,226百万円となりま

した。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、8,001百万円となり、前連結会計年度末と比較し、3,147百万円減

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1,299百万円や長期預金の減少900百万円等によるもの

であります。  

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、2,051百万円となり、前連結会計年度末と比較し、1,760百万円

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1,019百万円や未払金の減少240百万円等によるもの

であります。 

 なお、純資産は、5,949百万円となり、前連結会計年度末と比較し、1,386百万円減少いたしましたが、自己資本比

率は8.30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２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末の残高

1,736百万円に対して557百万円減少し、1,179百万円 となりました。当第２四半期連結会計期間における各キャッシ

ュ・フローの状況とそれらの要因は、以下のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャシュ・フロー） 

  営業活動の結果使用した資金は、762百万円となりました。これは主に、売上債権の減少1,329百万円及びたな卸資

産の減少384百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失1,212百万円の計上及び仕入債務の減少1,019百万円

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、624百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出132百万円

があったものの、定期預金の払戻による収入900百万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した資金は、408百万円となりました。これは主に、社債の償還100百万円や自己株式の取得

166百万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

㈱ナルミヤ・インターナショナル(3364)平成22年１月期第２四半期決算短信
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当期の業績予想につきましては、平成21年９月３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、第１四半期連結会計期間 

  より連結の範囲に含め、平成21年７月10日に完全子会社である株式会社ナルミヤ・ワンパを設立、当第２四 

   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貿(上海)有限公司を中国・上海に設立しておりま 

   すが、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） 

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）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り下げの方

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２四半期連結累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２四半期連結累計期間

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、第１四半期連結会計期間より四半期

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、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失はそれぞれ3,842千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

㈱ナルミヤ・インターナショナル(3364)平成22年１月期第２四半期決算短信
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31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 1,179,428 1,736,957

受取手形及び売掛金 2,011,129 3,311,081

商品 1,631,416 2,013,090

原材料 34 34

仕掛品 － 3,206

繰延税金資産 53,873 53,873

未収還付法人税等 － 37,458

その他 200,521 272,623

貸倒引当金 △24,709 △24,890

流動資産合計 5,051,696 7,403,436

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 171,188 177,414

機械装置及び運搬具（純額） 383 644

工具、器具及び備品（純額） 37,055 29,587

土地 375,140 409,540

有形固定資産合計 583,767 617,186

無形固定資産   

のれん 372,459 399,063

ソフトウエア 136,279 99,881

無形固定資産合計 508,739 498,945

投資その他の資産   

投資有価証券 45,114 25,747

長期預金 700,000 1,600,000

差入保証金 1,019,770 923,657

その他 98,404 86,588

貸倒引当金 △6,265 △7,333

投資その他の資産合計 1,857,023 2,628,659

固定資産合計 2,949,530 3,744,792

資産合計 8,001,226 11,148,228
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31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 883,110 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 97,100 140,712

未払法人税等 20,703 －

未払金 270,539 510,938

未払費用 259,252 407,003

賞与引当金 － 76,572

返品調整引当金 15,088 34,832

株主優待引当金 53,166 28,605

ポイント引当金 3,842 －

設備関係支払手形 40,867 95,357

その他 188,671 149,570

流動負債合計 1,832,341 3,495,894

固定負債   

長期借入金 71,266 118,457

退職給付引当金 29,213 6,677

役員退職慰労引当金 32,449 65,099

その他 86,671 125,881

固定負債合計 219,601 316,116

負債合計 2,051,942 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 4,154,167 5,380,678

自己株式 △297,605 △130,687

株主資本合計 5,902,062 7,295,491

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,706 △2,769

評価・換算差額等合計 △3,706 △2,769

新株予約権 50,928 43,496

純資産合計 5,949,284 7,336,218

負債純資産合計 8,001,226 11,148,228
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 8,078,575

売上原価 3,782,291

売上総利益 4,296,284

販売費及び一般管理費 5,287,007

営業損失（△） △990,723

営業外収益  

受取利息 6,311

受取配当金 26

投資有価証券売却益 257

仕入割引 18,271

デリバティブ評価益 10,026

雑収入 20,853

営業外収益合計 55,746

営業外費用  

支払利息 2,971

為替差損 12,176

雑損失 1,933

営業外費用合計 17,082

経常損失（△） △952,059

特別利益  

固定資産売却益 11,182

貸倒引当金戻入額 1,990

特別利益合計 13,172

特別損失  

固定資産除却損 33,202

減損損失 5,376

割増退職金 10,481

役員退職慰労金 212,500

その他 11,894

特別損失合計 273,454

税金等調整前四半期純損失（△） △1,212,341

法人税、住民税及び事業税 14,169

法人税等調整額 －

法人税等合計 14,169

四半期純損失（△） △1,226,511

- 7 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,212,341

減価償却費 94,030

減損損失 5,376

株式報酬費用 7,432

のれん償却額 26,604

退職給付引当金の増減額（△は減少） 22,535

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,650

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,249

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） △19,743

株主優待引当金の増減額（△は減少） 24,560

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,842

受取利息及び受取配当金 △6,337

投資有価証券売却損益（△は益） △257

支払利息 2,971

為替差損益（△は益） 10,917

有形固定資産売却損益（△は益） △10,757

固定資産除却損 33,202

役員退職慰労金 212,500

売上債権の増減額（△は増加） 1,329,332

たな卸資産の増減額（△は増加） 384,879

仕入債務の増減額（△は減少） △1,019,191

その他 △380,559

小計 △601,475

利息及び配当金の受取額 9,318

利息の支払額 △3,014

法人税等の支払額 △15,286

法人税等の還付額 60,846

役員退職慰労金の支払額 △212,500

営業活動によるキャッシュ・フロー △762,110
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

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 900,000

投資有価証券の取得による支出 △623

投資有価証券の売却による収入 576

有形固定資産の取得による支出 △132,098

有形固定資産の売却による収入 48,673

無形固定資産の取得による支出 △54,469

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 △198,801

差入保証金の回収による収入 102,689

保険積立金の積立による支出 △14,832

その他 △7,044

投資活動によるキャッシュ・フロー 624,070

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 △90,802

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △166,917

配当金の支払額 △850

財務活動によるキャッシュ・フロー △408,571

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,917

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △557,528

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 1,179,428
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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２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日  至 平成21年７月31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２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日  至 平成21年７月31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２四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日  至 平成21年７月31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日及び平成21年７月14日で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、自己株式取得に係る事項を決議し、当第２四半期連結累計

期間において自己株式を4,468株取得しております。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が

166,917千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式は297,605千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財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 （注）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。 

      

  
前中間会計期間

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  9,528,573  100.0

Ⅱ 売上原価  4,207,983  44.2

売上総利益  5,320,590  55.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  6,232,375  65.4

営業損失        911,785 △9.6

Ⅳ 営業外収益        37,550  0.4

Ⅴ 営業外費用        1,582  0.0

経常損失        875,816 △9.2

Ⅵ 特別利益          － －

Ⅶ 特別損失        108,439  1.1

税引前中間純損失        984,256 △10.3

法人税、住民税及び事業
税  12,071            

法人税等調整額 △319,919 △307,848 △3.2

中間純損失        676,408 △7.1
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（注）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）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失 △984,256

減価償却費   148,385

長期前払費用償却費   3,720

減損損失   17,078

株式報酬費用   3,903

退職給付引当金の減少額  △17,844

役員退職慰労引当金の増加額   60,242

貸倒引当金の増加額  30

賞与引当金の減少額  △668

返品調整引当金の減少額  △17,936

株主優待引当金の増加額   45,813

受取利息及び受取配当金  △9,276

有形固定資産除却損  27,771

売上債権の減少額   1,587,604

たな卸資産の減少額  416,648

仕入債務の減少額  △528,022

その他流動資産の減少額   68,048

その他流動負債の減少額  △177,664

その他   25,914

小計  669,492

利息及び配当金の受取額   12,609

法人税等の支払額  △3,719

営業活動によるキャッシュ・フロー  678,382

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  △169,235

無形固定資産の取得による支出  △9,509

差入保証金の差入による支出  △49,451

差入保証金の返還による収入   107,397

その他  △3,440

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,240

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  △322,683

財務活動によるキャッシュ・フロー △290,896

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  263,245

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中間期末残高  2,250,195
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 該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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