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1.  22年1月期の連結業績（平成21年2月1日～平成22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 ％

22年1月期 17,469 △14.6 △754 ― △696 ― △1,067 ―
21年1月期 20,448 ― △710 ― △669 ― △1,540 ―

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 ％ ％ ％

22年1月期 △10,412.25 ― △16.0 △7.2 △4.3
21年1月期 △14,187.89 ― ― ― △3.5

（参考） 持分法投資損益 22年1月期  ―百万円 21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

22年1月期 8,188 6,057 74.0 59,774.41
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  6,057百万円 21年1月期  7,292百万円

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

22年1月期 △1,588 1,724 △473 1,383
21年1月期 104 221 △576 1,736

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― 0.0 0.0
22年1月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― 0.0 0.0
23年1月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23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

7,382 △8.6 △303 ― △256 ― △241 ― △2,377.96

通期 16,638 △4.8 611 ― 641 ― 612 ― 6,038.65
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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、6ページ「企業集団の状況」 その他をご覧ください。 

(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） 

（注） 詳細は、21ページ「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注）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、35ページ（「１株当たり情報」）をご覧ください。 

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 109,300株 21年1月期 109,300株
② 期末自己株式数 22年1月期  7,953株 21年1月期  3,485株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年1月期の個別業績（平成21年2月1日～平成22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 ％

22年1月期 16,715 △17.4 △436 ― △347 ― △714 ―
21年1月期 20,226 △17.4 △622 ― △549 ― △1,371 ―

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

22年1月期 △6,972.10 ―
21年1月期 △12,631.47 ―

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 8,529 6,579 77.1 64,920.29
21年1月期 10,829 7,504 68.9 70,513.79

（参考） 自己資本 22年1月期  6,579百万円 21年1月期  7,461百万円

2.  23年1月期の個別業績予想（平成22年2月1日～平成23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 
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。 

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

6,700 △13.9 △301 ― △239 ― △243 ― △2,397.70

通期 15,073 △9.8 604 ― 648 ― 591 ― 5,831.45
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(1）経営成績に関する分析 

①業績全般の概況  

  当連結会計年度における我が国経済は、世界的金融危機による混乱からいまだ抜け出せず、長期にわたる景気後退

局面の中にあって、企業活動においてはデフレーションの進行や円高ドル安の為替水準などが影響し、また個人消費

においては失業率の高止まり等によって消費水準が下げ止まらず、依然として厳しい状況が続いております。 

 当社グループが属するアパレル業界におきましては、消費者の生活防衛型消費や節約志向は更に強まり、売上維持

のための低価格化が顧客の低価格志向に拍車をかけ、セール販売が常態化する悪循環に陥っております。 

 このような環境の中で、当社グループは事業ポートフォリオの改善を図るために、３つの新ブランドを投入いたし

ました。 

 平成21年２月にニューヨークの人気デザイナー「ANNA SUI(アナ・スイ)」とコラボレーションした「ANNA SUI 

mini(アナ・スイミニ)」が新宿伊勢丹本店にオープンいたしました。「ANNA SUI mini」は既存ブランドとは異なる

ファッションテイストを持ったお母さん層を取り込むことで、新規開拓を図ることを目的としております。平成22年

１月期末現在では全国の百貨店内売場へ11店舗を展開いたしました。 

 同じく２月に、ショッピングセンター向け低価格ショップ「Lovetoxic(ラブトキシック)」をオープンいたしまし

た。「Lovetoxic」は百貨店に偏重した事業ポートフォリオから脱却し、販売チャネルを拡大して幅広い顧客層を取

り込むことで、当社グループの販売力を強化することを目的としております。「Lovetoxic」は平成22年１月末現在

で６店舗をオープンいたしました。  

 さらに、８月には価格訴求型のジュニアブランド「Lindsay(リンジィ)」を投入いたしました。こちらは、百貨店

チャネルの活性化を目的とし、ジュニア層向けの低価格セレクトショップをコンセプトとしており、低価格でありな

がらもトレンドを強く意識した商品展開によって、低価格指向の顧客に対するアプローチだけでなく、低迷する百貨

店の集客力を改善することも視野に入れております。「Lindsay」は平成22年１月末現在で17店舗をオープンいたし

ました。 

 新ブランドを積極的に展開する一方で、既存ブランドにおいては、不採算店舗の撤退を進め、約80程度の売場をク

ローズするとともに、業務手順の見直しや情報端末の更新などを行い、店舗運営を効率化することで、少人数運営が

できる体制を整え、収益力の改善を図りました。 

 厳しい市場環境にあっても利益を確保できる企業体質への転換を図り、様々なコスト削減策も実施いたしました。

東京本社の移転による家賃の削減をはじめ、人員の削減による人件費比率の改善や、企画・生産プロセスの見直しに

よる諸経費の削減など、店舗業務の効率化だけでなく、管理部門の業務改善も併せて行い損益分岐点の引き下げに注

力いたしました。 

 しかしながら、消費マインドは依然として改善が見られず、特に当社グループの主力販売チャネルである百貨店業

界においては、23ヶ月連続で売上高が前年同期比を下回るなど、厳しい状況が継続するなか、当社グループにおいて

も客数・客単価ともに前年を下回って推移いたしました。 

 以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高は17,469百万円（前年同期比14.6％減）、営業損失754百万円(前年

同期は710百万円）、経常損失696百万円（同669百万円）、当期純損失1,067百万円(同1,540百万円）となりました。

  

②通期の見通し 

 今後の我が国の経済を展望しますと、迷走が続く現政権から有効な景気・雇用対策が提示されるまでには、しばら

くの時間を要すであろうことから、景気の二番底も懸念され、当面は企業業績や個人消費の悪化トレンドが続くもの

と予想されます。  

 このような環境の下にあって、当社グループは売上高の下落に歯止めを掛けるために、積極的な出店政策を実施い

たします。その一環として、新ブランド「klädskåp（クレードスコープ）」を平成22年3月に発表いたしました。

「klädskåp」は衣『服』を通して豊かな心を『育』てる『服育』をテーマにした９歳未満の子供たちを対象にしたユ

ニセックスブランドです。豊かな自然とモダンな文化を発信する、ナルミヤの新しいプロジェクトブランドと位置づ

けています。「ANNA SUI mini」「Lovetoxic」「Lindsay」と「klädskåp」の４つの新ブランドを積極的に出店し、

集客力を改善し、販売力の向上を図ります。 

 一方で利益率の一層の改善を図るために、物流システムの見直しによって更なる合理化とリードタイムの短縮を目

指すなど、コスト構造の改革にも引き続き取り組んでまいります。  

 これらを踏まえ、通期（平成23年１月期）の連結業績予想は、売上高16,638百万円、営業利益611百万円、経常利

益641百万円及び当期純利益612百万円を見込んでいます。 

  

１．経営成績

㈱ナルミヤ・インターナショナル(3364)平成22年１月期決算短信

　－ 3 －



(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、8,188百万円となり、前連結会計年度末と比較し、2,960百万円減少いたしま

した。その主な要因は、定期預金の取り崩しによる長期預金の減少1,600百万円や不動産の売却による土地の減少267

百万円等によるものであります。 

 当連結会計年度末における負債は、2,130百万円となり、前連結会計年度末と比較し、1,681百万円減少いたしまし

た。その主な要因は、支払手形及び買掛金の減少889百万円や未払金の減少311百万円等によるものであります。 

 なお、純資産は、6,057百万円となり、前連結会計年度末と比較し、1,278百万円減少いたしましたが、自己資本比

率は8.6％改善いたしました。   

  

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、前連結会計年度末の残高1,736百万円

に対して353百万円減少し、1,383百万円となりました。当連結会計年度末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ッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、1,588百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純損失の計上983百万円

や仕入債務の減少889百万円等があったことによります。 

（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、1,724百万円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入1,600百万円等

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、473百万円となりました。これは主に自己株式の取得による支出166百万円や長期

借入金の返済による支出155百万円等があったことによります。 

  

③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上され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５）当連結会計年度は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びイ

ンタレスト・カバレッジ・レシオは算出しておりません。  

  平成21年１月期 平成22年１月期

自己資本比率（％） 65.4 74.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 29.9 54.6 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 3.90 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 22.4 － 
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(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、常に業績向上を目指し、株主利益を増大させることを利益配分の基本的方針としております。 

安定した配当の実施を目指すとともに、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。 

しかしながら、当事業年度におきましては、714百万円の当期純損失を計上することとなったため、誠に遺憾なが

ら期末の配当を無配とさせて頂く予定であります。 

  

 (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 

 当社グループ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売上に大きな影響を与えます。当社グループでは、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り、ファッショントレンドの変化に伴い特定のブランドの売

上高が減少した場合にも、他のブランドでこれを補い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商品は、企画から生産を経て店頭に展開されるまでにおよそ３ヶ月から７

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

場合に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・高付加価値の商品を主に販売しているために、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 

 当社グループ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は、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 

 当社グループでは、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。 

 また、生産工程の管理及び品質検査については万全を期しておりますが、万が一当社グループの商品に危険な

染料や薬品などが付着し、かつ検査をすり抜けてそれが販売された場合には、当社の社会的信用の失墜や損害賠

償請求等が発生し、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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   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、株式会社スターキュー

ブ、株式会社ナルミヤ・ワンパの４社で構成され、新生児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。 

 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。株式会社スターキューブは、主にジュニア層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。 

株式会社ナルミヤ・ワンパは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に定められた特例子会社であり、当社グル

ープの社会的責任の一環として、障害者の安定的な職場の確保を目指しております。 
  
[事業系統図] 

当社グループの事業系統は以下のとおりであります。  

   

 
（注）１．当社グループのブランド名称、若しくはキャラクターを使用し、アパレル以外の分野における商品等を製造す

     る企業であります。 

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

２．企業集団の状況
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(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、当社グループは高品質はもとより、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 

 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、当社グループが更なる発展と事業の拡大を図るためには、中期的に安定収益を確保し、

景気の動向に左右されない企業体質を持続保持させることが も重要であると考えております。 

そのために、以下のような施策に取り組み総合的な競争力の向上を図って参ります。 
  
① ブランド再構築 

 ブランドコンセプトを見なおし、ブランド毎の販売戦略と商品戦略を明確化します。 

② 販売チャネルの拡大 

 百貨店に偏重した販売チャネルの展開状況を、百貨店を中心とした幅広いチャネル展開に組み替えます。 

③ 企画・生産体制の改革 

 市場のニーズを敏感に捉えられる企画体制と、それをスピーディーに店頭展開できる生産体制を構築します。 

④ 情報インフラの整備 

 生産から店頭在庫までを一元管理することで、販売力の強化と業務の効率化を図ります。 

 
(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループの対処すべき課題は、「(3)中長期的な会社の経営戦略」に掲げた４つの経営戦略を確実に実行し

てゆくことであると考えております 

  

(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 

 SBI Value Up Fund１号投資事業有限責任組合（以下「SBI Value Up Fund１号」といいます。）は、平成21年

９月30日から当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けを行い、平成21年11月19日（決済日）をもっ

て、当社普通株式91,695株を保有するに至っております。SBI Value Up Fund １号の保有する議決権の数

（91,695個）は、平成22年１月31日における当社の総株主の議決権の数101,347個の90.48%です。 

 当社は、SBI Value Up Fund １号の要請により、平成22年２月25日に臨時株主総会及び当社普通株式を有する

株主を構成員とする種類株主総会を開催し、普通株式とは別のＡ種種類株式を発行する旨の定めを新設し、当社

を会社法第２条第13号に規定する種類株式発行会社とした当社定款の一部変更及び当社による全部取得条項付普

通株式の全部の取得について、決議いたしました。 

 また、当社は、全部取得条項付普通株式について、平成22年４月６日を基準日と定め、同日 終の株主名簿に

記録された株主をもって、当該株主の有する全部取得条項付普通株式を、平成22年４月７日に取得、当該取得と

引換えに、全部取得条項付普通株式１株につき6,113分の１株の割合をもって当社のＡ種種類株式を当社が交付す

る予定であります。当社は、当該株主に割り当てた１株未満の端数の合計数（ただし、会社法第234条第１項によ

り、その合計数に１株に満たない端数がある場合には、当該端数は切り捨てられます。）に相当する数のＡ種種

類株式について、会社法第234条第４項の規定に基づき、裁判所の許可を得て当社がその全部を買取ることを予定

しております。  

 この結果、当社普通株式は、株式会社ジャスダック証券取引所の上場廃止基準に該当することとなりましたの

で、平成22年２月25日から平成22年３月25日までの間、整理銘柄に指定され、平成22年３月26日をもって上場廃

止となる予定であります。  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,736,957 1,383,923

受取手形及び売掛金 ※2  3,311,081 3,049,244

たな卸資産 2,016,331 1,924,810

繰延税金資産 53,873 －

未収還付法人税等 37,458 －

その他 272,623 125,053

貸倒引当金 △24,890 △22,859

流動資産合計 7,403,436 6,460,172

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,540,609 ※1  1,501,774

減価償却累計額 △1,363,195 △1,317,899

建物（純額） 177,414 183,874

車両運搬具 6,458 5,377

減価償却累計額 △5,814 △5,083

車両運搬具（純額） 644 294

工具、器具及び備品 164,463 195,699

減価償却累計額 △134,875 △140,719

工具、器具及び備品（純額） 29,587 54,979

土地 ※1  409,540 ※1  142,440

有形固定資産合計 617,186 381,588

無形固定資産   

のれん 399,063 345,855

ソフトウエア 99,881 150,072

無形固定資産合計 498,945 495,927

投資その他の資産   

投資有価証券 25,747 45,833

長期預金 1,600,000 －

差入保証金 923,657 728,660

その他 86,588 105,366

貸倒引当金 △7,333 △29,490

投資その他の資産合計 2,628,659 850,369

固定資産合計 3,744,792 1,727,884

資産合計 11,148,228 8,188,057
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年１月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※2  1,902,301 1,013,119

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 140,712 ※1  59,565

未払金 510,938 199,725

未払費用 407,003 324,974

未払法人税等 － 39,013

賞与引当金 76,572 4,250

返品調整引当金 34,832 44,905

株主優待引当金 28,605 30,501

ポイント引当金 － 4,268

設備関係支払手形 ※2  95,357 ※2  87,920

その他 149,570 151,981

流動負債合計 3,495,894 1,960,225

固定負債   

長期借入金 ※1  118,457 ※1  44,495

退職給付引当金 6,677 44,552

役員退職慰労引当金 65,099 －

その他 125,881 80,825

固定負債合計 316,116 169,874

負債合計 3,812,010 2,130,100

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 5,380,678 4,313,651

自己株式 △130,687 △297,605

株主資本合計 7,295,491 6,061,546

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,769 △3,588

評価・換算差額等合計 △2,769 △3,588

新株予約権 43,496 －

純資産合計 7,336,218 6,057,957

負債純資産合計 11,148,228 8,188,057
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 20,448,548 17,469,480

売上原価 8,955,213 ※1  8,044,706

売上総利益 11,493,335 9,424,773

販売費及び一般管理費 ※2  12,203,880 ※2  10,178,967

営業損失（△） △710,544 △754,193

営業外収益   

受取利息及び配当金 19,021 9,265

仕入割引 38,644 44,769

投資有価証券売却益 － 257

デリバティブ評価益 － 11,488

雑収入 26,058 28,228

営業外収益合計 83,723 94,009

営業外費用   

支払利息 5,292 4,724

デリバティブ評価損 24,499 －

為替差損 － 29,164

雑損失 13,002 2,443

営業外費用合計 42,794 36,332

経常損失（△） △669,616 △696,517

特別利益   

固定資産売却益 ※3  1,201 ※3  76,012

貸倒引当金戻入額 － 3,948

役員退職慰労引当金戻入額 － 36,158

退職給付制度終了益 98,432 －

新株予約権戻入益 － 54,528

特別利益合計 99,634 170,646

特別損失   

固定資産除却損 ※4  108,910 ※4  44,049

固定資産売却損 － 9,584

減損損失 ※5  117,628 ※5  69,428

役員退職慰労金 － 212,500

過年度役員退職慰労引当金繰入額 57,033 －

本支店移転費用 103,770 －

保険解約損 46,529 －

貸倒損失 82,375 －

割増退職金 72,386 23,992

解約違約金 － 98,477

ゴルフ会員権評価損 22,925 －

その他 7,151 －

特別損失合計 618,711 458,033
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

税金等調整前当期純損失（△） △1,188,692 △983,904

法人税、住民税及び事業税 26,826 29,248

法人税等調整額 324,844 53,873

法人税等合計 351,670 83,122

当期純損失（△） △1,540,363 △1,067,027
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 920,550 920,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 920,550 920,550

資本剰余金   

前期末残高 1,124,950 1,124,950

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,124,950 1,124,950

利益剰余金   

前期末残高 7,248,941 5,380,678

当期変動額   

剰余金の配当 △327,900 －

当期純損失（△） △1,540,363 △1,067,027

当期変動額合計 △1,868,263 △1,067,027

当期末残高 5,380,678 4,313,651

自己株式   

前期末残高 － △130,687

当期変動額   

自己株式の取得 △130,687 △166,917

当期変動額合計 △130,687 △166,917

当期末残高 △130,687 △297,605

株主資本合計   

前期末残高 9,294,441 7,295,491

当期変動額   

剰余金の配当 △327,900 －

自己株式の取得 △130,687 △166,917

当期純損失（△） △1,540,363 △1,067,027

当期変動額合計 △1,998,950 △1,233,945

当期末残高 7,295,491 6,061,546
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,125 △2,769

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,894 △819

当期変動額合計 △4,894 △819

当期末残高 △2,769 △3,588

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,125 △2,769

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,894 △819

当期変動額合計 △4,894 △819

当期末残高 △2,769 △3,588

新株予約権   

前期末残高 － 43,496

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,496 △43,496

当期変動額合計 43,496 △43,496

当期末残高 43,496 －

純資産合計   

前期末残高 9,296,567 7,336,218

当期変動額   

剰余金の配当 △327,900 －

自己株式の取得 △130,687 △166,917

当期純損失（△） △1,540,363 △1,067,027

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38,601 △44,316

当期変動額合計 △1,960,348 △1,278,261

当期末残高 7,336,218 6,057,957
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

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 △983,904

減価償却費 321,810 233,126

減損損失 117,628 69,428

株式報酬費用 11,709 11,031

のれん償却額 26,604 53,208

退職給付引当金の増減額（△は減少） △142,375 37,874

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,901 △65,099

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25,051 20,126

投資有価証券売却損益（△は益） － △257

賞与引当金の増減額（△は減少） △23,468 △72,322

返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,963 10,073

株主優待引当金の増加額 28,605 1,895

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 4,268

新株予約権戻入益 － △54,528

受取利息及び受取配当金 △19,021 △9,265

支払利息 5,292 4,724

為替差損益（△は益） △24 16,505

固定資産除却損 108,910 44,049

役員退職慰労金 － 212,500

解約違約金 － 98,477

割増退職金 － 23,992

保険解約損益（△は益） 46,529 －

ゴルフ会員権評価損 22,925 －

固定資産売却損益（△は益） － △66,427

売上債権の増減額（△は増加） 784,590 197,806

たな卸資産の増減額（△は増加） △47,617 91,520

仕入債務の増減額（△は減少） △49,325 △889,640

その他 149,258 △296,561

小計 168,529 △1,307,395

利息及び配当金の受取額 16,144 14,209

利息の支払額 △5,783 △4,720

法人税等の支払額 △74,006 △19,003

法人税等の還付額 － 63,861

役員退職慰労金の支払額 － △212,500

解約違約金の支払額 － △98,477

割増退職金の支払額 － △23,992

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,883 △1,588,019
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

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 △1,224

貸付金の回収による収入 21,587 －

定期預金の払戻による収入 － 1,600,000

有形固定資産の取得による支出 △262,349 △270,676

有形固定資産の売却による収入 20,687 344,960

無形固定資産の取得による支出 △67,422 △91,991

差入保証金の差入による支出 △187,165 △227,652

差入保証金の回収による収入 352,497 422,650

保険積立金の積立による支出 － △28,449

保険積立金の解約による収入 514,460 4,049

投資有価証券の売却による収入 － 576

関係会社株式の取得による支出 － △20,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

※2  △162,522 －

その他 △5,906 △7,395

投資活動によるキャッシュ・フロー 221,663 1,724,846

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △20,000 △50,000

長期借入金の返済による支出 △133,562 △155,108

社債の償還による支出 － △100,000

自己株式の取得による支出 △130,687 △166,917

配当金の支払額 △324,100 △1,328

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 △473,355

現金及び現金同等物に係る換算差額 24 △16,505

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △249,992 △353,033

現金及び現金同等物の期首残高 1,986,949 ※1  1,736,957

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,736,957 ※1  1,383,923
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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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20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 ①連結子会社の数及び主要な連結子会社の

名称 

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。 

  

  

  

   

────── 

①連結子会社の数及び主要な連結子会社

の名称 

 連結子会社の数 ３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 

 株式会社スターキューブ 

 株式会社ナルミヤ・ワンパ  

 当社は、平成21年２月２日に完全子会

社である株式スターキューブ、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・ワンパを設立し、当連結会計年

度より連結の範囲に含めております。  

②主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社の名称 

 娜露密雅商貿(上海)有限公司 

 当社は、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。 

連結の範囲から除いた理由 

 非連結子会社は小規模であり、合計の

総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためでありま

す。   

２．持分法の適用に関する事

項 
────── 

持分法を適用しない非連結子会社の名称

等 

持分法を適用しない非連結子会社の名称 

 娜露密雅商貿(上海)有限公司 

持分法を適用していない理由 

 持分法を適用していない非連結子会社

は、当期純損益及び利益剰余金等からみ

て、持分法の対象から除いても連結財務

諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、

全体として重要性がないためでありま

す。  

３．連結子会社の事業年度等

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、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日から当社の

決算日であります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。 

 連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

４．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 

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）。  

 ① 有価証券 

子会社株式の評価基準 

 原価法により評価しております。  

その他有価証券 

 時価のあるもの 

同左  

  ② デリバティブ 

 時価法によっております。 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

  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。 

③ たな卸資産 

  商品・製品 

 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）により評価しておりま

す。 

  原材料 

  個別法による原価法 

原材料 

 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）により評価しておりま

す。 

  仕掛品 

  個別法による原価法 

仕掛品 

 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）により評価しておりま

す。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

(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。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

  建物                   ３～54年 

  車両運搬具       ３～６年 

  工具、器具及び備品   ２～15年   

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。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

  建物                   ３～54年 

  車両運搬具       ３～６年 

  工具、器具及び備品   ２～15年  

（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％に到達した連結会計年度の翌

連結会計年度より、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(５年）に基づく

定額法を採用しております。 

② 無形固定資産 

同左  

(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。 

 ① 貸倒引当金 

同左  

② 賞与引当金 

 当社の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。 

② 賞与引当金 

同左  

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。 

③ 返品調整引当金 

同左  

④ 退職給付引当金 

 当社の従業員の退職給付に備えるため、

連結会計年度末における退職給付債務及び

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

翌連結会計年度から処理することとしてお

ります。 

④ 退職給付引当金 

 当社の従業員の退職給付に備えるため、

連結会計年度末における退職給付債務及び

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

翌連結会計年度から処理することとしてお

ります。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

（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98,432千円が計

上されております。 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び子会社の役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく連結会計年

度末要支給額を計上しております。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

 当社及び子会社の役員の退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく連結会計年

度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。 

（追加情報） 

 当社及び子会社である株式会社ミリカン

パニーリミテッドは平成22年１月15日開催

の取締役会の決議において、役員退職慰労

金制度を廃止するとともに、打ち切り支給

しないことを決議したことから、当連結会

計年度末に引当金残高全額を取り崩してお

ります。  

  

  

⑥ 株主優待引当金 

 将来の株主優待券の利用による費用の発

生に備えるため、株主優待券の利用実績に

基づいて、翌連結会計年度以降に発生する

と見込まれる額を計上しております。 

⑥ 株主優待引当金 

同左  

  
 

────── 

⑦ ポイント引当金 

 将来のポイント利用による費用の発生に

備えるため、翌連結会計年度以降に発生す

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。   

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。   

５．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。   

同左 

６．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。 

同左  

７．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。 

同左  
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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の変更 

  

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 

至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

────── （たな卸資産） 

 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、当連結会

計年度より、「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。 

（ポイント引当金） 

 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、当連結会計年度より翌連結会計年度以降に発

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、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金

等調整前当期純損失はそれぞれ4,268千円増加しておりま

す。 

（リース取引の処理方法） 

 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

する会計基準の摘要指針」(企業会計基準適用指針第16号

平成19年３月30日改正)を当連結会計年度から適用し、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。 

 当連結会計年度においては対象となる取引がないため、

この変更による当連結会計年度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

理を適用しております。  

㈱ナルミヤ・インターナショナル(3364)平成22年１月期決算短信

－ 21 －



  リース取引、関連当事者情報、税効果会計、退職給付、企業結合等に関する注記事項につきましては、決算短信に 

 おける開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

注記事項

（開示の省略）
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（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年１月31日） 

※１ 担保に供している資産   ※１ 担保に供している資産   

 建物  千円 28,943

 土地 千円 128,500

 計  千円 157,443

 建物  千円 27,125

 土地 千円   128,500

 計  千円  155,625

 上記は長期借入金53,289千円の担保に供しており

ます。 

 上記は１年内返済予定の長期借入金43,075千円、

長期借入金11,612千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、当連結会計年

度末日が金融機関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。 

※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、当連結会計年

度末日が金融機関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 千円3,332

支払手形 千円297

設備支払手形 千円29,747

設備支払手形 千円18,041

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※１       ────── 

  

  

  

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

 ※１ 売上原価に含まれるたな卸資産の収益性の低下に

基づく簿価切り下げの方法(洗替法)による戻入額 

      たな卸資産評価損     千円 

  

 ※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

△60,032

(1）販売促進費 千円491,698

(2）給与手当 千円3,954,122

(3）雑給与 千円2,509,896

(4）法定福利費 千円556,934

(5）賞与引当金繰入額 千円76,572

(6）退職給付費用 千円258,758

(7）減価償却費 千円321,810

(8）地代家賃 千円928,110

(9）備品・消耗品費 千円321,959

(10) のれん償却額 千円26,604

(11) 役員退職慰労引当金繰入額 千円8,066

(12) 貸倒引当金繰入額 千円25,388

(13) 株主優待引当金繰入額 千円28,605

(1）給与手当 千円3,453,274

(2）雑給与 千円1,759,951

(3）賞与引当金繰入額 千円4,250

(4）退職給付費用 千円267,662

(5）減価償却費 千円233,126

(6) のれん償却額 千円53,208

(7) 役員退職慰労引当金繰入額 千円8,559

(8) 貸倒引当金繰入額 千円24,074

(9) 株主優待引当金繰入額 千円1,895

(10) ポイント引当金繰入額 千円4,268

    

  ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。   ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

 建物 千円1,201  建物 千円2,329

 土地 千円73,683

 合計 千円76,012

    

  ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。   ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 建物 千円44,476

  車両運搬具 千円277

  工具、器具及び備品 千円630

  原状回復撤去費用 千円63,525

 合計  千円108,910

 建物 千円9,708

  車両運搬具 千円166

  工具、器具及び備品 千円489

  原状回復撤去費用 千円33,685

 合計  千円44,049
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前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※５ 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。 

※５ 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 
建物附属設備 

 東京地区 

 17,376

本社設備 

建物   14,915

建物附属設備   15,461

工具、器具及び備品  2,492

土地   48,716

売場内装 

設備  
建物附属設備  大阪地区  6,570

 売場内装 

設備 
建物附属設備  広島地区  5,316

 売場内装 

設備 
建物附属設備  福岡地区  6,108

計   116,956

  

用途 種類 地域 
金額
(千円) 

 売場内装

設備 
建物附属設備 

 東京地区 

 15,954

業務提携

手数料
長期前払費用   42,255

売場内装

設備 
建物附属設備  大阪地区  5,439

 売場内装

設備 
建物附属設備  広島地区  2,509

 売場内装

設備 
建物附属設備  福岡地区  3,269

計   69,428

 （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） 

  

  

  

（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。 

同左 

（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。 

（経緯） 

同左  

 （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。 

（回収可能価額の算定方法等） 

同左  
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前連結会計年度（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  (注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,485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 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

       該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  －  －  109,300

合計  109,300  －  －  109,300

自己株式         

普通株式  －    3,485  －  3,485

合計  －  3,485  －  3,485

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 
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

  
（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 
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当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１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 

  (注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,468株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加4,468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 

（注） SBI Value Up Fund 1号投資事業有限責任組合による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けに伴い 

   新株予約権者全てが放棄いたしました。それにより、第３回新株予約権については、全て消滅し、第６回新株予約

   権及び第７回新株予約権については、放棄した分全てを当社にて無償で取得し、平成21年12月16日開催の取締役会

   において消却の決議を行い、消却いたしました。 

  

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

       該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

       該当事項はありません。 

  
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  －  －  109,300

合計  109,300  －  －  109,300

自己株式         

普通株式  3,485  4,468  －  7,953

合計  3,485  4,468  －  7,953

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 
ストック・オプションとして

の新株予約権 
普通株式    －    －    －    －    －

合計 －    －    －    －    －    －
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（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20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

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） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年１月31日現在） 

    

現金及び預金勘定 千円1,736,957

現金及び現金同等物 千円1,736,957

現金及び預金勘定 千円1,383,923

現金及び現金同等物 千円1,383,923

      

※２ 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに株式会社ミリカンパニーリミ

テッドを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びに同社取得のための支出(純額）との関係は次

のとおりであります。 

  

────── 

      

流動資産 千円230,486

固定資産  千円261,973

のれん  千円425,668

流動負債  千円△358,683

固定負債  千円△349,495

株式会社ミリカンパニーリミテッ

ドの取得価額 

千円209,948

株式会社ミリカンパニーリミテッ

ド現金及び現金同等物  

千円△47,426

株式会社ミリカンパニーリミテッ

ド取得のための支出  

千円162,522
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 前連結会計年度（平成21年１月31日現在） 

  その他有価証券で時価のあるもの 

  

当連結会計年度（平成22年１月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

  

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

  

  

（有価証券関係）

  
  

  
種類 取得原価(千円) 

連結貸借対照表計上
額（千円） 

  
差額（千円）  

連結貸借対照表計上額 

が取得原価を超えるもの 

  

（１）株式 

（２）債権 

（３）その他  

       

      － 

      － 

318         

      － 

      － 

604         

      － 

      － 

285

小計        318          604         285

連結貸借対照表計上額 

が取得原価を超えない 

もの  

（１）株式 

（２）債権 

（３）その他  

      

      － 

      － 

28,197       

      － 

      － 

25,143     

      － 

      － 

△3,054

小計       28,197       25,143       △3,054

合計         28,516        25,747         △2,769

  
  

  
種類 取得原価(千円) 

連結貸借対照表計上
額（千円） 

  
差額（千円）  

連結貸借対照表計上額 

が取得原価を超えるもの 

  

（１）株式 

（２）債権 

（３）その他  

      － 

      － 

      － 

       －  

      － 

      － 

        － 

      － 

      － 

小計       －         －           － 

連結貸借対照表計上額 

が取得原価を超えない 

もの  

（１）株式 

（２）債権 

（３）その他  

      

      － 

      － 

29,422       

      － 

      － 

25,833     

      － 

      － 

△3,588

小計       29,422       25,833       △3,588

合計         29,422        25,833         △3,588

売却額（千円）  売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円） 

576  257    －   

 連結貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式   20,000
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前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

１．取引の状況に関する事項  

①取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨スワップ及び通貨オプション取引であります。 

②取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

③取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、製品の輸入に係る外貨建債務の円貨への変動額を固定化し、将来の為替の変動による

リスクを回避する目的で利用しております。 

④取引に係るリスクの内容 

 通貨スワップ及び通貨オプション取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。また信用度の高

い金融機関を取引相手としており、相手方の契約不履行から生じるリスクはないものと判断しております。 

⑤取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、財務担当

者が決裁権限者の承認を得て行っております。 

２．取引の時価等に関する事項 

  （注）１ クーポンスワップ取引及び通貨オプション取引の時価は、取引金融機関から提示された価格によっており

ます。 

２ 通貨オプション取引に係るオプション料の授受はありません。 

（デリバティブ取引関係）

区分 種類 
契約額等
（千円）  

契約額等のうち
１年超(千円) 

時価（千円) 
評価損益
（千円） 

市場取引以外

の取引 

 通貨スワップ取引  664,200  664,200  △1,202  △1,205

 通貨オプション取引 

  買建コール(米ドル)  211,871  126,459  △5,394  △3,073

  売建プット(米ドル)  423,742  252,918  △25,016  △20,221

 合  計  1,299,813  1,043,577  △31,613  △24,499
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当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

１．取引の状況に関する事項  

①取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨スワップ及び通貨オプション取引であります。 

②取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針

であります。 

③取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、製品の輸入に係る外貨建債務の円貨への変動額を固定化し、将来の為替の変動による

リスクを回避する目的で利用しております。 

④取引に係るリスクの内容 

 通貨スワップ及び通貨オプション取引は、為替相場の変動によるリスクを有しております。また信用度の高

い金融機関を取引相手としており、相手方の契約不履行から生じるリスクはないものと判断しております。 

⑤取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従い、財務担当

者が決裁権限者の承認を得て行っております。 

２．取引の時価等に関する事項 

  （注）１ 通貨オプション取引の時価は、取引金融機関から提示された価格によっております。 

２ 通貨オプション取引に係るオプション料の授受はありません。 

区分 種類 
契約額等
（千円）  

契約額等のうち
１年超(千円) 

時価（千円) 
評価損益
（千円） 

市場取引以外

の取引 

 通貨オプション取引 

  買建コール(米ドル)  84,859  10,400  △2,139  △2,139

  売建プット(米ドル)  169,718  20,800  △17,985  △17,985

 合  計  254,577  31,200  △20,125  △20,125
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前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費   11,709千円               

  

 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （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 

  当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数

に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

（ストック・オプション等関係）

  
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  

ストック・オプション数(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

いて当社の取締役又は従業員であ

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  定めておりません  

権利行使期間 
 自 平成18年12月16日 

 至 平成26年12月15日 

 自 平成22年４月26日 

 至 平成30年４月25日 

 自 平成22年４月26日 

 至 平成30年４月25日 

  
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      （株）       

前連結会計年度末 － － － 

付与 －  1,700  1,700  

失効 －  30  －  

権利確定 －  －  －  

未確定残 －  1,670  1,700  

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 772  －  － 

権利確定 －  －  －  

権利行使 －  －  －  

失効 87  －  －  

未行使残 685  －  － 
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② 単価情報 

 ３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

   当連結会計年度において付与された平成20年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下の

とおりであります。 

 ① 使用した評価技法    ブラック・ショールズ式 

 ② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１ 平成17年３月９日から平成20年５月15日までの株価実績に基づき算定しております。 

２ 十分なデータがなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使されるものと推

定して見積もっております。 

３ 平成20年１月期の配当実績によっております。 

４ 予想残存期間に対応する国債の利回りであります。 

  

 ４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

   基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しており

ます。 

  
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      （円）  250,000 70,000  70,000  

行使時平均株価     （円） － －  －  

公正な評価単価（付与日）（円） －  18,698  18,698  

  平成20年ストック・オプション   

 株価変動性（注）１                45％   

 予想残存期間（注）２               2,171日   

 予想配当（注）３             3,000円／株   

 無リスク利子率（注）４              1.352％    
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当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

 １．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

   販売費及び一般管理費         11,031千円               

  

 ２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

 （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 

  当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数

に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

（注） SBI Value Up Fund 1号投資事業有限責任組合による当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付けに伴い 

   新株予約権者全てが放棄いたしました。それにより、第３回新株予約権については、全て消滅し、第６回新株予約

   権及び第７回新株予約権については、放棄した分全てを当社にて無償で取得し、平成21年12月16日開催の取締役会

   において消却の決議を行い、消却いたしました。 

  
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  

ストック・オプション数(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

いて当社の取締役又は従業員であ

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  定めておりません  

権利行使期間 
 自 平成18年12月16日 

 至 平成26年12月15日 

 自 平成22年４月26日 

 至 平成30年４月25日 

 自 平成22年４月26日 

 至 平成30年４月25日 

  
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      （株）       

前連結会計年度末 － 1,670 1,700 

付与 －   － － 

失効 －  1,670 1,700 

権利確定 －  －  －  

未確定残 －      

権利確定後      （株）       

前連結会計年度末 685  －  － 

権利確定 －  －  －  

権利行使 －  －  －  

失効 685  －  －  

未行使残 － －  － 
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② 単価情報 

  
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      （円）  250,000 70,000  70,000  

行使時平均株価     （円） － －  －  

公正な評価単価（付与日）（円） －  18,698  18,698  
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 前連結会計年度（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。 

       

 当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１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。 

       

        前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１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。 

  

        当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１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。  

  

当連結会計年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１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。  

  

  

 （注）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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭68,919 55

１株当たり当期純損失 円 銭14,187 89

１株当たり純資産額 円 銭59,774 41

１株当たり当期純損失 円 銭10,412 25

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

 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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。  

  
前連結会計年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

当期純損失（千円）  1,540,363  1,067,027

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  1,067,027

期中平均株式数（株）  108,569  102,478

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり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３種類 

（新株予約権の数4,055個） 

  

    ────── 
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（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１．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

ッ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％  

  

１．SBI Value Up Fund 1号投資事業有限責任組合による

当社普通株式の取得を目的とした公開買付に関する事項

について 

 当社は、平成21年９月29日にSBI Value Up Fund 1号投

資事業有限責任組合（以下「公開買付者」といいま

す。）による当社普通株式の取得を目的とした公開買付

け（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同

の意を表明することを決議し、平成21年９月30日に「意

見表明報告書」を関東財務局長に提出しております。 

 本公開買付けは、平成21年９月30日から平成21年11月

12日まで行われ、その結果、公開買付者の所有する議決

権数は91,695個（平成21年７月31日現在の総株主等の議

決権数に対する割合90.48％）となりました。 

 当社は、公開買付者の保有する当社株式数が当社の発

行済株式数(但し、当社が所有する自己株式数を除きま

す。)となる上で必要な定款一部変更等の議案を付すた

め、平成21年12月29日を基準日とする臨時株主総会（以

下「臨時株主総会」といいます。）および普通株主様に

よる種類株主総会（以下「種類株主総会」といいま

す。）を開催することを平成22年１月15日開催の取締役

会において決議し、平成22年２月25日に臨時株主総会及

び種類株主総会を開催いたしました。 

 上記臨時株主総会においては、種類株式を発行するこ

と、当社普通株式に全部取得条項を付すこと及び全部取

得条項が付された当社普通株式（以下「全部取得条項付

普通株式」といいます。）を平成22年４月７日をもって

取得し、全部取得条項付普通株式１株と引き換えにA種種

類株式を6,113分の１の割合をもって交付すること等が上

程され、また、上記種類株主総会においては、当社普通

株式に全部取得条項を付すことが上程され、いずれも原

案どおり承認可決されました。 

 その結果、当社普通株式に係る株式は、株式会社ジャ

スダック証券取引所の上場廃止基準に該当することとな

り、当社普通株式に係る株式は平成22年２月25日から同

年３月25日までの間、整理銘柄に指定された後、平成22

年３月26日をもって上場廃止になる予定です。 
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前連結会計年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

２．当社は、平成21年３月24日開催の取締役会にて、全額

出資による子会社を上海に設立・営業開始することを決

議し、平成21年３月31日に現地法人として当局への届け

出等各種手続きが完了し、設立・営業を開始しておりま

す。 

 (1) 子会社設立の目的 

 東アジアにおける積極的な出店による販売拡大とブラ

ンド向上を目的に、上海に新会社を設立することとなり

ました。 

 (2) 子会社となる会社の概要 

 商号 娜露密雅商貿（上海）有限公司 

 代表者 董事長 上田千秋 

      （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） 

      総経理 野口和則 

 登録資本金 49百万円 

 設立年月日 平成21年３月31日 

(3) 事業内容 

 当社グループ製品の中国国内での販売、当社グループ 

  の中国製造品の生産・品質管理及び物流管理 

(4) 事業年度の末日 12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．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,707,934 1,322,127

受取手形 ※3  62,011 32,897

売掛金 3,203,791 2,933,545

商品及び製品 1,936,960 1,783,737

原材料 34 614

仕掛品 3,206 －

前払費用 136,873 57,572

繰延税金資産 53,873 －

未収還付法人税等 37,458 －

立替金 － ※1  97,606

その他 136,227 19,642

貸倒引当金 △24,438 △21,977

流動資産合計 7,253,934 6,225,765

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,486,093 1,401,443

減価償却累計額 △1,335,600 △1,267,233

建物（純額） 150,493 134,210

車両運搬具 6,458 5,377

減価償却累計額 △5,814 △5,083

車両運搬具（純額） 644 294

工具、器具及び備品 148,389 172,409

減価償却累計額 △122,678 △125,989

工具、器具及び備品（純額） 25,710 46,420

土地 281,040 13,940

有形固定資産合計 457,889 194,864

無形固定資産   

ソフトウエア 93,262 114,699

無形固定資産合計 93,262 114,699

投資その他の資産   

投資有価証券 25,143 25,833

子会社株式 209,948 264,948

関係会社長期貸付金 212,000 1,047,472

破産債権、更生債権その他これらに準ずる
債権

7,748 5,846

長期前払費用 49,738 8,493

長期預金 1,600,000 －

差入保証金 897,734 597,020

その他 29,919 50,176
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

貸倒引当金 △7,333 △5,846

投資その他の資産合計 3,024,899 1,993,944

固定資産合計 3,576,051 2,303,508

資産合計 10,829,986 8,529,274

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※3  152,497 －

買掛金 1,724,027 973,661

未払金 502,385 216,554

未払費用 398,536 298,055

未払法人税等 － 37,959

前受金 39,525 13,186

預り金 99,780 83,320

賞与引当金 76,572 4,250

返品調整引当金 34,832 44,905

株主優待引当金 28,605 30,501

ポイント引当金 － 4,268

設備関係支払手形 ※3  95,357 ※3  87,920

その他 8,407 31,289

流動負債合計 3,160,528 1,825,874

固定負債   

退職給付引当金 6,677 44,552

役員退職慰労引当金 63,599 －

その他 94,267 79,371

固定負債合計 164,544 123,923

負債合計 3,325,073 1,949,798

純資産の部   

株主資本   

資本金 920,550 920,550

資本剰余金   

資本準備金 1,124,950 1,124,950

資本剰余金合計 1,124,950 1,124,950

利益剰余金   

利益準備金 12,500 12,500

その他利益剰余金   

別途積立金 6,908,541 6,908,541

繰越利益剰余金 △1,371,383 △2,085,871

利益剰余金合計 5,549,658 4,835,170

自己株式 △130,687 △297,605

株主資本合計 7,464,470 6,583,065
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年１月31日) 

当事業年度 
(平成22年１月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,054 △3,588

評価・換算差額等合計 △3,054 △3,588

新株予約権 43,496 －

純資産合計 7,504,912 6,579,476

負債純資産合計 10,829,986 8,529,274
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 20,226,012 16,715,119

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 1,886,143 1,947,117

当期商品仕入高 8,906,863 7,513,543

当期製品製造原価 12,331 19,142

合計 10,805,337 9,479,804

商品及び製品期末たな卸高 1,936,960 1,783,737

売上原価合計 8,868,377 ※1  7,696,066

返品調整引当金繰入額 34,832 44,905

返品調整引当金戻入額 39,795 34,832

売上総利益 11,362,598 9,008,979

販売費及び一般管理費 ※2  11,985,458 ※2  9,445,387

営業利益又は営業損失（△） △622,859 △436,408

営業外収益   

受取利息 19,617 20,932

仕入割引 38,644 44,735

雑収入 23,175 25,652

営業外収益合計 81,437 91,320

営業外費用   

支払利息 － 268

自己株式取得手数料 1,175 1,535

雑損失 6,736 878

営業外費用合計 7,912 2,683

経常利益又は経常損失（△） △549,334 △347,770

特別利益   

固定資産売却益 ※3  1,201 ※3  76,012

貸倒引当金戻入額 － 3,948

役員退職慰労引当金戻入額 － 31,908

新株予約権戻入益 － 54,528

退職給付制度終了益 98,432 －

特別利益合計 99,634 166,396
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

特別損失   

固定資産除却損 ※4  107,529 ※4  40,915

固定資産売却損 － ※5  9,071

役員退職慰労金 － 212,500

減損損失 ※6  50,331 ※6  69,428

過年度役員退職慰労引当金繰入額 57,033 －

本支店移転費用 103,770 －

保険解約損 46,529 －

解約違約金 － 95,134

貸倒損失 82,375 －

割増退職金 72,386 23,992

ゴルフ会員権評価損 22,925 －

その他 7,151 －

特別損失合計 550,034 451,043

税引前当期純損失（△） △999,734 △632,418

法人税、住民税及び事業税 26,443 28,195

法人税等調整額 345,206 53,873

法人税等合計 371,649 82,069

当期純損失（△） △1,371,383 △714,487
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製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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   － －  － －

Ⅱ 外注加工費    7,416  100.0  15,936  100.0

当期総製造費用    7,416  100.0  15,936  100.0

期首仕掛品たな卸高    8,120    3,206   

合計    15,536    19,142   

期末仕掛品たな卸高    3,206    －   

当期製品製造原価    12,331    19,142   

            

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。 

原価計算の方法 

同左 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 920,550 920,550

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 920,550 920,550

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,124,950 1,124,950

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,124,950 1,124,950

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 12,500 12,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,500 12,500

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 7,000,000 6,908,541

当期変動額   

別途積立金の取崩 △91,458 －

当期変動額合計 △91,458 －

当期末残高 6,908,541 6,908,541

繰越利益剰余金   

前期末残高 236,441 △1,371,383

当期変動額   

別途積立金の取崩 91,458 －

剰余金の配当 △327,900 －

当期純損失（△） △1,371,383 △714,487

当期変動額合計 △1,607,825 △714,487

当期末残高 △1,371,383 △2,085,871

利益剰余金合計   

前期末残高 7,248,941 5,549,658

当期変動額   

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △327,900 －

当期純損失（△） △1,371,383 △714,487

当期変動額合計 △1,699,283 △714,487
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

当期末残高 5,549,658 4,835,170

自己株式   

前期末残高 － △130,687

当期変動額   

自己株式の取得 △130,687 △166,917

当期変動額合計 △130,687 △166,917

当期末残高 △130,687 △297,605

株主資本合計   

前期末残高 9,294,441 7,464,470

当期変動額   

剰余金の配当 △327,900 －

自己株式の取得 △130,687 △166,917

当期純損失（△） △1,371,383 △714,487

当期変動額合計 △1,829,971 △881,405

当期末残高 7,464,470 6,583,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,125 △3,054

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,179 △534

当期変動額合計 △5,179 △534

当期末残高 △3,054 △3,588

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,125 △3,054

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,179 △534

当期変動額合計 △5,179 △534

当期末残高 △3,054 △3,588

新株予約権   

前期末残高 － 43,496

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,496 △43,496

当期変動額合計 43,496 △43,496

当期末残高 43,496 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年２月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成22年１月31日) 

純資産合計   

前期末残高 9,296,567 7,504,912

当期変動額   

剰余金の配当 △327,900 －

自己株式の取得 △130,687 △166,917

当期純損失（△） △1,371,383 △714,487

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 38,316 △44,030

当期変動額合計 △1,791,654 △925,436

当期末残高 7,504,912 6,579,476
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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 

  移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

 ①子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 ②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その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

①商品・製品 

 個別法による原価法によっております。

 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。 

①商品・製品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）によっております。 

   当該評価減の金額は357,433千円であり

ます。 

  ②原材料 

個別法による原価法 

②原材料 

 個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）によっております。 

  ③仕掛品 

個別法による原価法 

③仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）によっております。 

３ 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（建物附属

設備を除く）については、定額法を採用し

ております。 

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、当事業年度より

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。 

②無形固定資産 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

４ 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。 

①貸倒引当金 

同左 

  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。 

②賞与引当金 

同左 

  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。 

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事業年度か

ら費用処理することとしております。 

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

を翌事業年度から費用処理することとし

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。  

  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。  

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。  
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項目 
前事業年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

  （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、当事業年度に役員退職慰労

金規程を新設したことに伴い、役員退職慰

労金を役員が存在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63,599千円増加しておりま

す。 

（追加情報） 

当社は平成22年１月期の取締役会の決議に

より、役員退職慰労引当金制度を廃止する

とともに、打ち切り支給しないことを決議

したことから、当事業年度末に引当金残高

全額を取り崩しております。  

  ⑥株主優待引当金 

将来の株主優待券の利用による費用の発

生に備えるため、株主優待券の利用実績に

基づいて、翌事業年度以降に発生すると見

込まれる額を計上しております。  

⑥株主優待引当金 

将来の株主優待券の利用による費用の

発生に備えるため、株主優待券の利用実

績に基づいて、翌事業年度以降に発生す

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、翌事業年度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。 

  ────── 

  

⑦ポイント引当金 

 将来のポイント利用による費用の発生に

備えるため、翌事業年度以降に発生すると

見込まれる額を計上しております。 
      ５ 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。 

────── 

  

６ 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 

 税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 

至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

────── （たな卸資産） 

 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、当事業年

度より、「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。 

（ポイント引当金） 

 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、当事業年度より翌事業年度以降に発生すると

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、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損

失はそれぞれ4,268千円増加しております。 

（リース取引の処理方法） 

 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

する会計基準の摘要指針」(企業会計基準適用指針第16号

平成19年３月30日改正)を当事業年度から適用し、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。 

 当事業年度においては対象となる取引がないため、この

変更による当事業年度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

理を適用しております。  
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表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22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。 

（貸借対照表） 

立替金  

 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示して

おりました「立替金」は、当事業年度において、資産の総

額の100分の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度の「立替金」は64,877千円でありま

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。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年１月31日） 

当事業年度 
（平成22年１月31日） 

※１ 

────── 

  

  

  

２ 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。 

※１ 関係会社項目 

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

  もののほか、次のものがあります。 

   立替金 90,290千円 

  

 ２ 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。  

  

保証先 金額(千円） 内容 

㈱ミリカンパニー

リミテッド 
 18,100  借入債務 

  

保証先 金額(千円） 内容 

㈱ミリカンパニー

リミテッド 
 104,060  借入債務 

㈱ミリカンパニー

リミテッド 
 8,210
 デリバティ

ブ債務 

合計  112,271 －  

※３ 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、当期末日が金融機

関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。 

※３ 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、当期末日が金融機

関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 千円3,332

支払手形 千円297

設備支払手形 千円29,747

設備支払手形 千円18,041
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※１        ────── 

  

  

  

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

※１ 売上原価に含まれるたな卸資産の収益性の低下に基

づく簿価切り下げの方法(洗替法)による戻入額 

       たな卸資産評価損     千円

  

※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 

△73,077

(1）販売促進費 千円487,927

(2）給与手当 千円3,900,509

(3）雑給与 千円2,498,336

(4）法定福利費 千円551,446

(5）賞与引当金繰入額 千円76,572

(6) 退職給付費用  千円258,276

(7）減価償却費 千円311,824

(8）地代家賃 千円903,577

(9）備品・消耗品費 千円319,735

(10）役員退職慰労引当金繰入額 千円6,566

(11）貸倒引当金繰入額  千円25,388

(12）株主優待引当金繰入額  千円28,605

(1）給与手当 千円3,295,562

(2）雑給与 千円1,668,041

(3）賞与引当金繰入額 千円4,250

(4) 退職給付費用  千円262,845

(5）減価償却費 千円184,760

(6）地代家賃 千円766,911

(7）役員退職慰労引当金繰入額  千円5,809

(8）株主優待引当金繰入額  千円1,895

(9）ポイント引当金繰入額  千円4,268

 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 ％55

一般管理費に属する費用 約 ％45

※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 建物 千円1,201  土地 千円73,683

 建物 千円2,329

 合計 千円76,012

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

※５        ────── 

  

建物 千円44,476

車両運搬具 千円229

工具、器具及び備品 千円630

原状回復撤去費用 千円62,193

合計 千円107,529

※５ 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

  

建物 千円9,603

車両運搬具 千円166

工具、器具及び備品 千円435

原状回復撤去費用 千円30,709

合計 千円40,915

 土地 千円32

 建物 千円9,039

 合計 千円9,071
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前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

※６ 減損損失 ※６ 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。 

     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 
 建物附属設備 

 東京地区 

 14,383

本社設備 
建物附属設備  15,461

工具器具備品  2,492

 売場内装 

設備 
 建物附属設備  大阪地区  6,570

 売場内装 

設備 
 建物附属設備  広島地区  5,316

 売場内装 

設備 
 建物附属設備  福岡地区  6,108

計   50,331

  

用途 種類 地域 
金額
(千円) 

 売場内装

設備 
建物附属設備 

 東京地区 

 15,954

業務提携

手数料
長期前払費用   42,255

売場内装

設備 
建物附属設備  大阪地区  5,439

 売場内装

設備 
建物附属設備  広島地区  2,509

 売場内装

設備 
建物附属設備  福岡地区  3,269

計   69,428

 （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。 

 （グルーピングの方法） 

同左 

 （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。 

 （経緯）   

同左 

 （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。 

 （回収可能価額の算定方法等）   

同左 
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前事業年度（自 平成20年２月１日 至 平成21年１月31日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加3,485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。 

  

当事業年度（自 平成21年２月１日 至 平成22年１月31日） 

１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加4,468株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加4,468株でありま

す。 

  

  

  

 前事業年度（平成21年１月31日現在） 

  子会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

  

 当事業年度（平成22年１月31日現在） 

  子会社株式で時価のあるもの 

  該当事項はありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
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） 

普通株式  －  3,485  －  3,485

合計  －  3,485  －  3,485

  
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） 

普通株式  3,485  4,468  －  7,953

合計  3,485  4,468  －  7,953

（有価証券関係）
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 （注） １株当たり当期純利益又は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。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭70,513 79

１株当たり当期純損失 円 銭12,631 47

１株当たり純資産額 円 銭64,920 29

１株当たり当期純損失 円 銭6,972 10

 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、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損

失であるため記載しておりません。 

 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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

当期純損失（千円）  1,371,383  714,487

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）  1,371,383  714,487

期中平均株式数（株）  108,569  102,478

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり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３種類 

（新株予約権の数4,055個） 

────── 
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

１．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

ッ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％ 

  

１．SBI Value Up Fund 1号投資事業有限責任組合による

当社普通株式の取得を目的とした公開買付に関する事項

について 

 当社は、平成21年９月29日にSBI Value Up Fund 1号投

資事業有限責任組合（以下「公開買付者」といいま

す。）による当社普通株式の取得を目的とした公開買付

け（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同

の意を表明することを決議し、平成21年９月30日に「意

見表明報告書」を関東財務局長に提出しております。 

 本公開買付けは、平成21年９月30日から平成21年11月

12日まで行われ、その結果、公開買付者の所有する議決

権数は91,695個（平成21年７月31日現在の総株主等の議

決権数に対する割合90.48％）となりました。 

 当社は、公開買付者の保有する当社株式数が当社の発

行済株式数(但し、当社が所有する自己株式数を除きま

す。)となる上で必要な定款一部変更等の議案を付すた

め、平成21年12月29日を基準日とする臨時株主総会（以

下「臨時株主総会」といいます。）および普通株主様に

よる種類株主総会（以下「種類株主総会」といいま

す。）を開催することを平成22年１月15日開催の取締役

会において決議し、平成22年２月25日に臨時株主総会及

び種類株主総会を開催いたしました。 

 上記臨時株主総会においては、種類株式を発行するこ

と、当社普通株式に全部取得条項を付すこと及び全部取

得条項が付された当社普通株式（以下「全部取得条項付

普通株式」といいます。）を平成22年４月７日をもって

取得し、全部取得条項付普通株式１株と引き換えにA種種

類株式を6,113分の１の割合をもって交付すること等が上

程され、また、上記種類株主総会においては、当社普通

株式に全部取得条項を付すことが上程され、いずれも原

案どおり承認可決されました。 

 その結果、当社普通株式に係る株式は、株式会社ジャ

スダック証券取引所の上場廃止基準に該当することとな

り、当社普通株式に係る株式は平成22年２月25日から同

年３月25日までの間、整理銘柄に指定された後、平成22

年３月26日をもって上場廃止になる予定です。 
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前事業年度 
（自 平成20年２月１日 
至 平成21年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

２．当社は、平成21年３月24日開催の取締役会にて、全額

出資による子会社を上海に設立・営業開始することを決

議し、平成21年３月31日に現地法人として当局への届け

出等各種手続きが完了し、設立・営業を開始しておりま

す。 

 (1) 子会社設立の目的 

 東アジアにおける積極的な出店による販売拡大とブラ

ンド向上を目的に、上海に新会社を設立することとなり

ました。 

(2) 子会社となる会社の概要 

 商号 娜露密雅商貿（上海）有限公司 

 代表者 董事長 上田千秋 

      （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） 

      総経理 野口和則 

 登録資本金 49百万円 

 設立年月日 平成21年３月31日 

(3) 事業内容 

 当社グループ製品の中国国内での販売、当社グループ

  の中国製造品の生産・品質管理及び物流管理 

(4) 事業年度の末日 12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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(1) 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はありません。 

  

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。 

 （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。 

 （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。 

６．その他

事業 
  

当連結会計年度
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

前連結会計年度
（自 平成20年２月１日 
至 平成21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  4,463,626  88.6    5,036,254

ベビー・トドラーブランド  3,441,912  91.9  3,743,800

ヤングレディスブランド  －  －  165,408

合計  7,905,538  88.4  8,945,464

事業 
  

当連結会計年度
（自 平成21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

前連結会計年度
（自 平成20年２月１日 
至 平成21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  9,672,673  85.5  11,307,991

ベビー・トドラーブランド  7,373,409  87.7  8,410,425

ヤングレディスブランド  －  －  284,843

ロイヤリティ収入  309,784  86.5  357,948

その他  113,612  130.1  87,339

合計  17,469,480  85.4  20,448,548
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４．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21年２月１日 
至 平成22年１月31日） 

前連結会計年度
（自 平成20年２月１日 
至 平成21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 

mezzo piano junior  2,106,944  86.8  2,426,795

pom ponette junior  1,664,242  85.0  1,956,930

BLUE CROSS  1,622,802  84.9  1,910,363

DAISY LOVERS  1,620,195  76.4  2,121,025

ANGEL BLUE  1,350,547  69.4  1,945,724

BLUE CROSS girls    832,799    87.9    947,151

Lovetoxic  301,221  －  －

Lindsay  173,919  －  －

小  計  9,672,673  85.5  11,307,991

ベビー・ 

トドラー 

ブランド 

mezzo piano  3,773,441  83.5  4,518,478

pom ponette  1,078,977  76.8  1,405,407

DAISY LOVERS Paradise kids  692,994  78.5  882,951

ANGEL BLUE kids  572,405  73.6  777,427

paul frank  519,059  104.9  495,038

ANNA SUI mini  275,318  －  －

その他  461,213  139.3  331,122

小  計  7,373,409  87.7  8,410,425
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