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1.  22年8月期の業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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8月期 45,684 3.2 1,776 99.0 1,864 104.9 550 △9.5

21年8月期 44,257 5.8 892 △51.6 909 △50.2 607 △3.2

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8月期 45.90 ― 5.5 7.2 3.9
21年8月期 50.70 ― 6.4 3.6 2.0

（参考） 持分法投資損益 22年8月期  ―百万円 21年8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8月期 26,485 10,161 38.4 847.83
21年8月期 25,574 9,731 38.1 811.96

（参考） 自己資本   22年8月期  10,161百万円 21年8月期  9,731百万円

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8月期 4,082 △1,005 △1,453 4,278
21年8月期 232 △1,547 1,221 2,655

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
純資産配当

率第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8月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 143 23.7 1.5
22年8月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 143 26.1 1.4

23年8月期 
（予想）

― 6.00 ― 6.00 12.00 23.2

3.  23年8月期の業績予想（平成22年9月1日～平成23年8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） 

 

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

22,400 0.2 512 △34.6 500 △39.7 △134 ― △11.18

通期 46,000 0.7 1,707 △3.9 1,700 △8.8 621 12.9 51.81
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、21ページ「重要な会計方針」および23ページ「会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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8月期  12,320,787株 21年8月期 12,320,787株

② 期末自己株式数 22年8月期  335,790株 21年8月期  335,649株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の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算出したものであります。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
結果となる可能性があります。 
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(1）経営成績に関する分析 

当期の経営成績 

当事業年度（平成21年９月１日～平成22年８月31日）における我が国の景気は、環境対応車への購入補助・

減税などの経済対策やアジア向けを主とする輸出の回復を背景とした企業の生産拡大の動きにより持ち直す傾

向がみられましたが、慢性的なデフレ基調の経済環境と期間後半における急激な円高により、企業の業況判断

は厳しい状況が継続しております。雇用情勢においては有効求人倍率に若干持ち直しの動きがみられたもの

の、正社員の求人比率が低迷していること、完全失業率が高水準で推移していることなどから依然好転の兆し

が見えない状況にあります。このような状況下、継続して生活防衛意識は高まり、個人消費は厳しい選別基準

による消費活動になるものと注視しております。 

同事業年度における当社の売上げは、ウインタースポーツ用品は降雪に恵まれたものの、その影響は市場の

縮小による下降トレンドを鈍化させるに留まり、売上高は前事業年度比90.2％と低迷いたしました。一般スポ

ーツ用品は、ランニングブームに代表される健康志向の高まりが事業年度を通して継続していたこと、富士登

山に代表されるアウトドアフィールド需要の増加などの市場動向に対し、店頭での商品提案等を重点的に強化

した結果、ランニングシューズ、高機能ウェア、トレッキングウェアなどの商品カテゴリーが好調に推移いた

しました。また、サッカーワールドカップにおける日本代表の活躍の影響などからサッカー用品が好調に推移

したこと、記録的な猛暑により衣料を中心とした盛夏物商材が非常に好調であったことなどが、売上げを底上

げした結果、前事業年度比107.8％と好調に推移いたしました。ゴルフ用品は厳しい消費環境下で高単価なゴ

ルフクラブの売上げが減少しているなか、継続的にゴルフウェアの品揃え強化や、カラーボール等の消耗品の

店頭訴求強化などによる売上確保に注力した結果、前事業年度比97.9％となりました。その結果、当事業年度

の既存店売上高は前事業年度比102.3％となり、全社売上高は同103.2％となりました。売上総利益率はウイン

ター用品市場の縮小による下降要因が存在したものの、プライベートブランド商品の強化を継続しているこ

と、お客様のニーズに合致した合理的な値引き政策を推し進めた結果などから36.4％となり前事業年度比で

0.2ポイント上昇しております（※）。店舗の出店等の状況については、11月にサクラス戸塚店（神奈川県横

浜市）、岡山久米店（岡山県岡山市）、３月に新下関店（山口県下関市）、葛飾奥戸店（東京都葛飾区）の４

店舗を開店し、10月に松山店（愛媛県松山市）を増床いたしました。店舗の退店等の状況については、２月に

前橋インター店（群馬県高崎市）、ホームズ寝屋川店（大阪府寝屋川市）、８月に仙台六丁の目店（宮城県仙

台市）、加古川店（兵庫県加古川市）の４店舗を退店し、７月にゴルフアクロス鈴鹿店（三重県鈴鹿市）をア

クロス鈴鹿店（三重県鈴鹿市）へ統合いたしました。これにより、平成22年８月末時点で全国に83店舗、売場

面積は180,502㎡となりました。 

以上の結果、当事業年度は売上高45,684百万円（前事業年度44,257百万円）、営業利益1,776百万円（同892百

万円）、経常利益1,864百万円（同909百万円）、当期純利益550百万円（同607百万円）となりました。 

※物流費の会計処理方法の変更の影響を排除した比較による。（参照 『会計処理方法の変更』）  

  

次期の見通し 

平成23年８月期においては、円高による輸出関連企業の業績の悪化が引続き予測されること、エコカー減税

など一定の効果を挙げてきた経済政策の終了などから、企業収益の悪化、低迷が予測されます。国内の雇用・所

得環境についての改善は期待できず、個人消費の低迷が継続するものと見ております。当社の業績の見通しは、

既存店の売上高は横ばいから微減、商品単価の低価格化の継続といった傾向が予測され、収益を圧迫することが

懸念されます。このような状況の下、当社は付加価値の高いプライベートブランド商品の開発や、業務プロセス

の効率化などによる生産性の向上を図り競争力を強化してまいります。店舗は４店舗の新規出店と１店舗の増床

を計画しております。その結果として当社の平成23年８月期の業績は売上高46,000百万円（前事業年度比0.7％

増）、営業利益1,707百万円（同3.9％減）、経常利益1,700百万円（同8.8％減）、当期純利益621百万円（同

12.9％増）を見込んでおります。なお、会計基準の変更に伴う資産除去債務の影響額を447百万円見込んでお

り、それぞれの利益の押し下げ要因となっております。 

  

１．経営成績

株式会社ヒマラヤ（7514）　平成22年８月期決算短信

- 3 -



(2）財政状態に関する分析 

①当事業年度末の資産、負債、純資産の状況は次のとおりであります。 

総資産   26,485百万円（前事業年度比 3.6％増） 

負債      16,323百万円（前事業年度比 3.0％増） 

純資産      10,161百万円（前事業年度比 4.4％増） 

②当事業年度のキャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」とする）は、前事業年度末に比べ1,623百万円増加

し、4,278百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動による資金の増加は、4,082百万円となりました。 

  これは、主に税引前当期純利益の計上、たな卸資産の減少および仕入債務の増加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） 

 投資活動による資金の減少は、1,005百万円となりました。 

  これは、主に有形固定資産の取得による支出および敷金及び保証金の差入による支出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） 

 財務活動による資金の減少は1,453百万円となりました。 

 これは、主に短期借入金の減少によるものであります。 

③キャッシュ・フローの指標トレンド 

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／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．平成20年８月期までは個別のキャッシュ・フロー計算書を作成しておりませんので、連結キャッシュ・

フロー計算書の数値を記載しております。 

     ２．平成19年８月期は営業キャッシュ・フローがマイナスとなったため、キャッシュ・フロー対有利子負債

比率およびインタレスト・カバレッジ・レシオの記載をしておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

  当社は株主への利益還元を最重要経営課題のひとつと考えており、長期にわたる安定した配当の継続を会社の利

益配分に関する基本方針としております。また、配当額の算定は、業績および今後の経営環境や業績動向などを総

合的に勘案して行っております。 

 内部留保資金については、「企業価値の最大化」に向け、設備投資や商品開発など成長投資に活用するととも

に、財務体質の改善にも充当しております。 

 なお、次期の配当は当期と同様に、１株当たり中間配当６円、期末配当６円、合計12円の配当を予定しておりま

す。   

  

  
平成19年８月期 

（連結）  
平成20年８月期 

（連結）  
平成21年８月期 

（非連結）  
平成22年８月期 

（非連結）  

自己資本比率（％） 36.6 37.1  38.1 38.4 
時価ベースの自己資本比率（％） 33.7 25.4  16.3 16.6 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年）

（注） 
 ―  3.1     38.7 1.9  

インタレスト・カバレッジ・レシオ（注）  ― 19.2   1.6 34.8 
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(4）事業等のリスク 

  当社グループの事業目的に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文

中における将来に関する事項は、当事業年度末において当社グループが判断したものであります。 

①敷金、保証金の未返還リスク 

   当社は、店舗賃借による出店時には、店舗の賃借先に相当額の敷金ならびに保証金を支出します。契約時には

賃借先の信用状態を十分勘案したうえで出店の意思決定をしますが、出店後の賃借先の信用状態の悪化により、

または中途解約による退店により、敷金ならびに保証金の未返還リスクがあります。 

②出店に関する規則  

    当社は、多店舗展開を行っておりますが、売場面積が1,000平方メートルを超える新規出店および増床について

は、大規模小売店舗立地法（以下、「大店立地法」とする）の規制を受けます。この為、これらの調整過程の中

で、計画どおりの出店あるいは増床が出来ない場合があり、事業計画の達成にマイナス要因となるリスクがあり

ます。 

③金利の変動リスク 

  当社の金融機関からの借入れには変動金利によるものが含まれており、これに係る支払利息は金利変動により

影響を受けます。当社は、金利変動が財政状態および経営成績等に及ぼす影響を軽減するために、変動金利の借

入れの一部について金利スワップ契約によりヘッジしておりますが、金利変動が当社の財政状態および経営成績

等に悪影響を及ぼす可能性があります。   

④輸入取引に係る為替リスク   

  当社は、商品仕入の一部を直接貿易および間接貿易による輸入仕入により行っております。その輸入仕入の一

部について為替リスクをヘッジする目的として為替予約取引を行っておりますが、為替相場の急激な変動により

想定以上に仕入原価が増大して売上総利益が減少することも考えられ、為替リスクを完全に回避できる保証はあ

りません。  

⑤気象状況による売上変動リスク  

    当社が取り扱うスポーツ用品の販売は、気象状況による影響を受けます。特にスキー・スノーボードなどのウ

インター用品の販売は、降雪量の多寡等によって変動いたします。当社では、ウインター用品以外の売上構成比

を上昇させ、これらの影響の軽減に取り組んでおりますが、気象状況の変動が、当社の財政状態および経営成績

等に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥個人情報の取り扱いについて 

   当社において、ポイントカード会員等の個人情報を保有しております。これらの個人情報については、当社で

管理するほか、一部は社外の管理会社に管理を委託しております。 

 これらの個人情報の管理につきましては、個人情報保護管理体制を整え、各部門の個人情報保護管理者が自部

署の従業員教育を徹底し、これを定期的に内部監査室が監査し、その結果を踏まえて継続的改善に努め、漏洩の

防止に取り組んでおります。しかし、万一、個人情報が流出した場合には、当社の財政状態および経営成績等に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

     なお業績に影響を与える要因は、これらに限定されるものではありません。 
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当社の企業集団等の概況 

 当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社（スポーツ用品の販売等）および子会社の株式会社インフ

ォクリエイト（情報サービスの提供）の２社であります。 

事業の系統図は次のとおりでございます。  

 
  

  株式会社インフォクリエイトにつきましては、資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰余金基準の割合が

いずれも僅少でありますので、当該企業集団の財政状態および経営成績に関する合理的な判断を誤らせない程度に

重要性が乏しいものとして、当社では「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年10月大

蔵省令第28号）第５条２項および第10条２項により連結の範囲および持分法の範囲から除いております。 

  

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「お客様第一主義により広く社会に貢献すること」を基本理念とし、お客様のニーズ・シーズを的確に

捉えた質の高い商品とサービスを提供することにより、スポーツの楽しさと健康の喜びをすべての人々に届け、

生活文化の向上に役立つことで社会、株主の皆様そして社員などすべてのステークホルダーにとって存在価値の

ある企業を目指しております。 

(2）目標とする経営指標 

  当社は株主資本を効率的に活用しつつ、株主価値の拡大を図るという観点から、売上高経常利益率と株主資本

当期純利益率（ＲＯＥ）を目標とする経営指標としております。当社は、平成25年８月期を最終年度とする中期

経営計画を策定し、経常利益率５％以上、ＲＯＥ10％以上を目標としております。これは、国内店舗網の拡大に

よる事業規模の拡大を伴った目標値であり、より高い投資効率と事業収益を実現し目標達成を目指してまいりま

す。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社の中長期の経営戦略の主眼は、縮小傾向から脱しつつある国内のスポーツ用品小売市場において、確固た

る地位の確立に向けた事業基盤の強化にあります。そのために、引き続き事業規模の拡大を図るとともに出店地

域の需要や要望に即した店舗を展開いたします。今後３年間は年間６ないし８店舗の新規出店を行うとともに、

より専門性の高い店舗やお客様のお買い物がより楽しくなるような店舗の開発に力を注いでまいります。また経

営基盤を強固なものとし競争力のある会社となるために営業キャッシュ・フローの拡大を図るべく、既存店の活

性化、採算性の低い店舗の再生もしくは退店、在庫効率の向上、粗利益率の向上などの収益力向上対策と広告宣

伝費や物流費、労務費などの経費抑制策、組織体制の見直しや教育の充実と人材育成といった体質強化を推し進

めます。 

 一方、コーポレート・ガバナンスの確立を社会との信頼関係構築の基本であり最も重要な経営課題の一つと考

え、その体制の充実に向けて内部統制システムの構築とコンプライアンスの徹底に真摯に取り組んでまいりま

す。 

(4）会社の対処すべき課題 

まずは、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度における「リスクマネジメント」の強化であります。これ

までも取り組んでおりますが、引続きリスクハザードを組織的に認識し、そのリスクへより的確に対応する仕組

みや統制活動のレベル向上に努めてまいります。 

次に、事業の強化に向け、新規出店を進めてまいります。出店計画の実現はもとより新たなフォーマットの店

舗の開発を検討段階から脱して出店をめざします。新規出店にあたっては、投資採算性や投資計画の精度向上に

努力し、出店リスクの回避と投資回収の早期化の実現を図ります。その一方で、採算性が低く改善が困難と判断

される店舗については移転、退店を迅速に実施してまいります。 

店舗における販売活動では接客力の向上に努めます。お客様に満足いただける店舗を目指し、店員の育成のみ

ならず店舗レイアウトや掲示物の改善、人員の適正配置に取り組み業界No.1の接客力をめざします。商品仕入で

は、機能や品質、価格帯でお客様に支持いただける商品の提供に努めながら、粗利益率の改善をめざし調達コス

トの低減や在庫効率の向上に取り組みます。 

より効率的で的確な情報活用をめざした情報システムの改善をさらに推進し、経営スピードを向上させること

も課題であります。これまで以上にスピードをあげて早期に体制構築を図る必要があります。併せて、管理間接

部門、本社部門のスリム化により直接部門へ人員の投入を進めます。 

将来に向けて成長するために、新たな分野へ果敢に挑戦する一方で、社員教育の拡充に力を入れ店舗のサービ

ス力ばかりでなく企業としての向上を図ります。 

当社はこれらの課題を克服することで、お客様ばかりでなく株主や社員を含めたすべてのステークホルダーか

ら評価され、信用信頼を受ける企業となるよう努力し成長してまいります。 

  

３．経営方針
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  2,706,244 ※1  4,329,471 

売掛金 601,518 628,451 

有価証券 ※1  10,141 ※1  10,000 

商品 9,547,801 8,964,620 

貯蔵品 9,439 9,662 

前渡金 44,183 20,120 

前払費用 389,672 387,039 

繰延税金資産 187,348 387,209 

未収入金 189,783 139,662 

未収還付法人税等 289,637 － 

その他 6,297 4,683 

流動資産合計 13,982,070 14,880,920 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1  3,976,401 ※1  4,003,986 

構築物（純額） 127,260 138,790 

機械及び装置（純額） 36 28 

車両運搬具（純額） 1,816 6,467 

工具、器具及び備品（純額） 274,133 307,989 

土地 ※1  1,299,528 ※1  1,441,357 

建設仮勘定 91,964 10,400 

有形固定資産合計 ※2  5,771,140 ※2  5,909,020 

無形固定資産   

借地権 21,313 21,313 

ソフトウエア 46,423 171,654 

電気通信施設利用権 1,205 984 

電話加入権 29,733 27,901 

その他 95,732 － 

無形固定資産合計 194,408 221,853 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  596,987 ※1  533,504 

関係会社株式 20,000 20,000 

出資金 3,535 3,691 

長期貸付金 767,851 721,571 

長期前払費用 388,966 399,229 

繰延税金資産 253,442 314,070 

会員権 12,625 8,025 

差入保証金 3,044,730 3,136,626 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

店舗賃借仮勘定 168,327 63,880 

その他 383,626 286,140 

貸倒引当金 △13,425 △13,425 

投資その他の資産合計 5,626,668 5,473,314 

固定資産合計 11,592,216 11,604,188 

資産合計 25,574,286 26,485,109 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,463,708 1,327,049 

買掛金 4,041,536 4,657,549 

短期借入金 1,400,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 ※1  2,590,000 ※1  2,730,000 

未払金 241,213 291,634 

未払費用 194,739 209,109 

未払法人税等 27,172 868,718 

未払消費税等 47,274 156,850 

前受金 27,853 33,662 

預り金 25,997 26,948 

賞与引当金 329,225 400,000 

ポイント引当金 － 113,000 

店舗閉鎖損失引当金 10,500 28,150 

その他 74,959 127,205 

流動負債合計 10,474,180 10,969,879 

固定負債   

長期借入金 ※1  4,990,000 ※1  4,940,000 

役員退職慰労引当金 189,286 199,479 

その他 189,382 214,558 

固定負債合計 5,368,669 5,354,037 

負債合計 15,842,850 16,323,917 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,544,409 2,544,409 

資本剰余金   

資本準備金 3,998,121 3,998,121 

その他資本剰余金 23 23 

資本剰余金合計 3,998,145 3,998,145 

利益剰余金   

利益準備金 457,595 457,595 

その他利益剰余金   

別途積立金 1,050,000 1,050,000 
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

繰越利益剰余金 1,928,992 2,335,328 

利益剰余金合計 3,436,588 3,842,924 

自己株式 △188,163 △188,213 

株主資本合計 9,790,979 10,197,265 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △59,441 △35,734 

繰延ヘッジ損益 △102 △339 

評価・換算差額等合計 △59,543 △36,074 

純資産合計 9,731,436 10,161,191 

負債純資産合計 25,574,286 26,485,109 
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

売上高 44,257,167 45,684,960 

売上原価   

商品期首たな卸高 9,404,947 9,547,801 

当期商品仕入高 28,598,427 28,485,853 

合計 38,003,374 38,033,655 

他勘定振替高 4,941 1,098 

商品期末たな卸高 9,547,801 8,964,620 

商品売上原価 28,450,631 29,067,936 

売上総利益 15,806,535 16,617,023 

販売費及び一般管理費 ※1  14,913,924 ※1  14,840,466 

営業利益 892,610 1,776,557 

営業外収益   

受取利息 23,484 19,826 

仕入割引 11,325 10,259 

受取賃貸料 378,456 378,986 

為替差益 2,266 1,444 

その他 82,419 135,200 

営業外収益合計 497,952 545,718 

営業外費用   

支払利息 123,653 118,718 

不動産賃貸費用 340,626 332,189 

その他 16,301 6,391 

営業外費用合計 480,581 457,299 

経常利益 909,982 1,864,976 

特別利益   

固定資産売却益 － ※2  1,155 

役員退職慰労引当金戻入額 － 660 

出店権利譲渡益 － 7,152 

特別利益合計 － 8,968 

特別損失   

固定資産除却損 ※3  12,741 ※3  442 

減損損失 ※5  53,618 ※5  419,657 

店舗閉鎖損失 ※4  164,250 ※4  64,651 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 10,500 28,150 

関係会社整理損 1,518 － 

投資有価証券評価損 2,000 114,226 

出店計画中止損 43,295 1,683 

賃貸借契約解約損 300 － 

過年度ポイント引当金繰入額 － 113,000 

ゴルフ会員権評価損 － 4,600 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

退職給付制度改定損 475 － 

特別損失合計 288,700 746,411 

税引前当期純利益 621,281 1,127,533 

法人税、住民税及び事業税 61,597 853,832 

法人税等調整額 △47,966 △276,456 

法人税等合計 13,631 577,376 

当期純利益 607,650 550,157 
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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９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,544,409 2,544,409 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,544,409 2,544,409 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,998,121 3,998,121 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,998,121 3,998,121 

その他資本剰余金   

前期末残高 40 23 

当期変動額   

自己株式の処分 △16 － 

当期変動額合計 △16 － 

当期末残高 23 23 

資本剰余金合計   

前期末残高 3,998,161 3,998,145 

当期変動額   

自己株式の処分 △16 － 

当期変動額合計 △16 － 

当期末残高 3,998,145 3,998,145 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 457,595 457,595 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 457,595 457,595 

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 1,050,000 1,050,000 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,050,000 1,050,000 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,465,164 1,928,992 

当期変動額   

剰余金の配当 △143,822 △143,821 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

当期純利益 607,650 550,157 

当期変動額合計 463,827 406,335 

当期末残高 1,928,992 2,335,328 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,972,760 3,436,588 

当期変動額   

剰余金の配当 △143,822 △143,821 

当期純利益 607,650 550,157 

当期変動額合計 463,827 406,335 

当期末残高 3,436,588 3,842,924 

自己株式   

前期末残高 △188,158 △188,163 

当期変動額   

自己株式の取得 △46 △50 

自己株式の処分 42 － 

当期変動額合計 △4 △50 

当期末残高 △188,163 △188,213 

株主資本合計   

前期末残高 9,327,173 9,790,979 

当期変動額   

剰余金の配当 △143,822 △143,821 

当期純利益 607,650 550,157 

自己株式の取得 △46 △50 

自己株式の処分 25 － 

当期変動額合計 463,806 406,285 

当期末残高 9,790,979 10,197,265 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 15,105 △59,441 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △74,546 23,706 

当期変動額合計 △74,546 23,706 

当期末残高 △59,441 △35,734 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △21 △102 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △80 △237 

当期変動額合計 △80 △237 

当期末残高 △102 △339 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 15,083 △59,543 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △74,626 23,468 

当期変動額合計 △74,626 23,468 

当期末残高 △59,543 △36,074 

純資産合計   

前期末残高 9,342,256 9,731,436 

当期変動額   

剰余金の配当 △143,822 △143,821 

当期純利益 607,650 550,157 

自己株式の取得 △46 △50 

自己株式の処分 25 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △74,626 23,468 

当期変動額合計 389,180 429,754 

当期末残高 9,731,436 10,161,191 
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 621,281 1,127,533 

減価償却費 509,509 561,408 

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,778 70,774 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26,287 10,192 

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 113,000 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 10,500 17,650 

減損損失 53,618 419,657 

有価証券売却損益（△は益） － △1,100 

投資有価証券評価損益（△は益） 2,000 114,226 

受取利息及び受取配当金 △34,520 △32,137 

支払利息 123,653 118,718 

出店権利譲渡益 － △7,152 

固定資産除却損 12,741 442 

店舗閉鎖損失 164,250 64,651 

出店計画中止損 43,295 1,683 

ゴルフ会員権評価損 － 4,600 

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,155 

関係会社整理損 1,518 － 

売上債権の増減額（△は増加） 143,889 △21,123 

たな卸資産の増減額（△は増加） △144,489 582,958 

仕入債務の増減額（△は減少） △150,954 503,417 

未払消費税等の増減額（△は減少） △157,384 109,575 

その他 △34,263 161,067 

小計 1,181,155 3,918,890 

利息及び配当金の受取額 14,471 14,023 

利息の支払額 △147,188 △117,491 

法人税等の支払額 △816,112 △22,184 

法人税等の還付額 － 289,611 

営業活動によるキャッシュ・フロー 232,324 4,082,849 

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 － 100,000 

有形固定資産の取得による支出 △784,002 △837,826 

敷金及び保証金の差入による支出 △479,945 △258,829 

敷金及び保証金の回収による収入 168,252 69,800 

投資有価証券の取得による支出 － △24,651 

関係会社の整理に伴う貸付による支出 △400,000 － 

関係会社の整理に伴う貸付金の回収による収入 48,481 － 

その他 △100,612 △54,288 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,547,826 △1,005,796 
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年８月31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） 1,000,000 △1,400,000 

長期借入れによる収入 3,300,000 3,000,000 

長期借入金の返済による支出 △2,935,000 △2,910,000 

配当金の支払額 △143,822 △143,821 

その他 △20 △50 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,221,156 △1,453,871 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △94,345 1,623,181 

現金及び現金同等物の期首残高 2,750,138 2,655,792 

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,655,792 ※  4,278,974 
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   前事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

     該当事項はありません。 

  

   当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

     該当事項はありません。 

  

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

１．有価証券の評価基準およ

び評価方法 

(1）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）  

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（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）満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法）  

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時

価法（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） 

  時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

移動平均法に基づく原価法 

  (3）子会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

(3）子会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

２．デリバティブの評価基準

および評価方法 

時価法 時価法 

３．たな卸資産の評価基準お

よび評価方法 

(1）商品 

移動平均法に基づく原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法） 

(1）商品 

移動平均法に基づく原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法） 

  (2）貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法） 

(2）貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法） 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 

ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。 

  (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）

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 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）

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 

  (3）リース資産 

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。 

(3）リース資産 

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。 
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

５．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

債権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法

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては財務内容評価法によっており

ます。 

(1）貸倒引当金 

債権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法

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては財務内容評価法によっており

ます。 

  (2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額のうち当事業

年度対応額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額のうち当事業

年度対応額を計上しております。 

  (3）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

  (4）店舗閉鎖損失引当金 

店舗閉鎖の意思決定は行われている

が、実際には閉店に至っていない店舗

の閉店時に発生すると合理的に見込ま

れる損失額を計上しております。 

(4）店舗閉鎖損失引当金 

店舗閉鎖の意思決定は行われている

が、実際には閉店に至っていない店舗

の閉店時に発生すると合理的に見込ま

れる損失額を計上しております。 

  （追加情報） 

当事業年度末において、店舗閉鎖の意

思決定は行われているが、実際に閉店

には至っていない店舗が生じたため、

当事業年度末に、当該店舗の閉店時に

発生すると合理的に見込まれる損失額

を店舗閉鎖損失引当金として計上する

こととしております。 

これにより、当事業年度の特別損失に

店舗閉鎖損失引当金繰入額が10,500千

円計上され、税引前当期純利益は同額

減少しております。  

  

株式会社ヒマラヤ（7514）　平成22年８月期決算短信

- 19 -



  

項目 
前事業年度 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

   － 

  

（5）ポイント引当金  

会員カードによるポイントサービス制

度に基づき、顧客に付与したポイント

の利用に備えるため、利用実績率に基

づき将来利用されると見込まれる額を

計上しております。 

（追加情報） 

ヒマラヤカードポイントについて、従

来、顧客のポイント使用時に売上値引

処理しておりましたが、当事業年度よ

り将来利用見込額を引当計上する方法

に変更しております。  

 この変更は、近年、ポイント引当金

の計上が会計慣行として定着しつつあ

ること、および過去のポイントの使用

状況に基づき将来使用されると見込ま

れる金額の合理的な見積りが可能とな

ったことにより、当事業年度末の残高

のうち将来使用されると見込まれる金

額をポイント引当金として計上してお

ります。 

 この変更により、従来の方法に比

べ、当事業年度の特別損失が113,000

千円増加し、税引前当期純利益も同額

減少しております。  
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

  (5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度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。年金資産見込額が退職給付債

務見込額に未認識数理計算上の差異を

加減した額を下回る場合には、当該差

異を退職給付引当金として計上し、上

回る場合には当該超過額を前払年金費

用として計上しております。当事業年

度末においては、前払年金費用 

（ 千円）を固定資産の投資その

他の資産「その他」に含めて計上して

おります。 

会計基準変更時差異（ 千円）に

ついては、15年による按分額を費用処

理することとし、数理計算上の差異に

ついては発生時の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（５年）による

定額法により、発生年度の翌事業年度

より損益処理することとしておりま

す。       

65,196

58,233

(6）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度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。年金資産見込額が退職給付債

務見込額に未認識数理計算上の差異を

加減した額を下回る場合には、当該差

異を退職給付引当金として計上し、上

回る場合には当該超過額を前払年金費

用として計上しております。当事業年

度末においては、前払年金費用（

千円）を固定資産の投資その他

の資産「その他」に含めて計上してお

ります。 

会計基準変更時差異（ 千円）に

ついては、15年による按分額を費用処

理することとし、数理計算上の差異に

ついては発生時の従業員の平均残存勤

務期間内の一定の年数（５年）による

定額法により、発生年度の翌事業年度

より損益処理することとしておりま

す。       

64,213

58,233

  （追加情報） 

当社は、確定拠出年金法の施行に伴

い、適格退職年金制度による退職金制

度を変更し、平成21年４月１日より確

定給付企業年金制度および確定拠出年

金制度へ移行し、「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）を適用しており

ます。 

本移行に伴う影響額は、退職給付制度

改定損として475千円計上しておりま

す。 

  

（会計方針の変更） 

当事業年度より「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正（その３）」（企

業会計基準第19号 平成20年７月31

日）を適用しております。 

 数理計算上の差異を翌事業年度から

償却するため、これによる営業利益、

経常利益および税引前当期純利益に与

える影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生

する退職給付債務の差額の未処理残高

は61,550千円であります。  
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項目 
前事業年度 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

６．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。た

だし、金利スワップについては特例処

理の要件を満たしている場合は特例処

理を採用しております。 

(1）ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。た

だし、金利スワップについては特例処

理の要件を満たしている場合は特例処

理を採用しております。 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ＜手段＞ ＜対象＞ 

金利スワップ 借入金利息 

＜手段＞ ＜対象＞ 

為替予約 外貨建予約取引 

金利スワップ 借入金利息 

  (3）ヘッジ方針 

当社は、変動金利の借入金の調達資金

を固定金利の資金調達に換えるため、

金利スワップ取引を行っております。 

(3）ヘッジ方針 

当社は、輸入取引に係る為替変動のリ

スクに備えるため、外貨建の買掛金に

つきましては為替予約取引を行ってお

ります。また、変動金利の借入金の調

達資金を固定金利の資金調達に換える

ため、金利スワップ取引を行っており

ます。 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

・ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フローの変動額を比較し、その

変動額の比率によってヘッジ有効性

を評価しております。ただし、特例

処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略してお

ります。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

・ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシ

ュ・フローの変動額を比較し、その

変動額の比率によってヘッジ有効性

を評価しております。ただし、特例

処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略してお

ります。 

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、要求払預金および取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な投資であります。  

手許現金、要求払預金および取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な投資であります。  

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 

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。 
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会計処理方法の変更

前事業年度 
        （自 平成20年９月１日 
         至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
        （自 平成21年９月１日 
         至 平成22年８月31日） 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成18年７月５日公表分 企業会計基準第９号）を当

事業年度から適用し、評価基準については、原価法から原

価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更して

おります。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 ― 

  

 （リース取引に関する会計基準）  

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、当事業年度より、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正） ）お

よび「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６年１月18日（日本公認

会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用しております。 

なお、リース取引開始日が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

常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用して

おります。 

これによる損益に与える影響はありません。 

―  

  

 ― 

  

 （物流費の会計処理方法の変更） 

 従来、物流センターに商品在庫としてストックし店舗

へ納品する仕入形態の場合、物流センターにおける費用

および物流センターから店舗への配送費用といった内部

副費を売上原価に計上しておりましたが、第１四半期会

計期間より販売費及び一般管理費として処理することに

変更しております。  

 この変更は、トータル物流費用の削減を意図した数年

来の物流体制の変更（現在は、上記の仕入形態あるいは

仕入先から店舗への直送に替わり通過物流形態が主とな

っております。）に伴い、改めて会計処理の再検討を行

った結果、通過物流に係る内部副費と同様に販売費及び

一般管理費として計上することが物流費用全体の実態を

より合理的に表示することとなり、財政状態および経営

成績をより適切に表示すると判断した為であります。 

 この変更により、従来の方法に比べ、当事業年度の売上

原価は218,658千円減少し、売上総利益は同額増加し、販

売費及び一般管理費が294,873千円増加しており、営業利

益、経常利益および税引前当期純利益がそれぞれ76,215千

円減少しております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年８月31日） 

当事業年度 
（平成22年８月31日） 

※１．担保提供資産 

(1）以下の資産を借入金の担保に供しております。 

※１．担保提供資産 

(1）以下の資産を借入金の担保に供しております。 

建物  460,098 千円

土地  1,299,528 千円

投資有価証券  270,375 千円

合計  2,030,001     

建物  411,768 千円

土地  1,299,528 千円

投資有価証券  202,875 千円

合計  1,914,172     

対応する債務 対応する債務 

長期借入金  3,610,000 千円 

(１年内返済予定額を含む)    

合計  3,610,000     

長期借入金  3,890,000 千円 

(１年内返済予定額を含む)    

合計  3,890,000     

(2）仕入取引に係る担保として定期預金 千円を

仕入先に提供しております。 

55,452 (2）仕入取引に係る担保として定期預金 千円を

仕入先に提供しております。 

55,496

(3）宅地建物取引業の営業保証として有価証券

千円を岐阜地方法務局に供託しております。 

10,141 (3）宅地建物取引業の営業保証として有価証券

千円を岐阜地方法務局に供託しております。 

10,000

※２．有形固定資産の減価償却累計額      4,543,768 千円 ※２．有形固定資産の減価償却累計額      4,975,193 千円
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（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

 ※１．販売費及び一般管理費の主な内訳  ※１．販売費及び一般管理費の主な内訳 

広告宣伝費 907,419千円 

役員退職慰労引当金繰入額 26,287  

給料手当 4,046,006  

賞与引当金繰入額 329,225  

退職給付費用 75,933  

賃借料 4,944,656  

減価償却費 444,294  

広告宣伝費 986,366千円 

役員退職慰労引当金繰入額 16,252  

給料手当 4,000,376  

賞与引当金繰入額 400,000  

退職給付費用 123,595  

賃借料 4,800,565  

減価償却費 487,859  

※２．         ― ※２．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  車両運搬具 1,129千円 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物付属設備 10,635千円 

構築物 59  

器具備品 807  

借地権 1,239  

建物付属設備 18千円 

器具備品 424  

※４．店舗閉鎖損失の内容は、店舗内装と看板等の撤去費

用、および差入保証金の解約違約金であります。  

※４．店舗閉鎖損失の内容は、店舗内装等の撤去費用、お

よび解約違約金であります。  

※５．減損損失  

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

※５．減損損失  

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上

しました。 

地域 用途 種類 
減損損失 
（千円） 

 岐阜県 店舗  リース資産等  45,696

 兵庫県 店舗  リース資産等  2,544

 鳥取県 店舗  器具備品等  176

 沖縄県 店舗  建物等  5,200

合計   53,618

地域 用途 種類 
減損損失 
（千円） 

 茨城県 店舗 建物等  94,412

 千葉県 店舗 建物等  98,015

 愛知県 店舗 リース資産等  51,977

 三重県 店舗 リース資産等  6,458

 福井県 店舗 建物等  4,136

 滋賀県 店舗 建物  71,754

 大阪府 店舗 リース資産等  53,635

 兵庫県 店舗 器具備品  252

 鳥取県 店舗 器具備品  212

 長崎県 店舗 建物等  36,081

 その他 賃貸資産 建物等  2,720

合計   419,657

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位で

ある店舗を基本単位として、また賃貸資産等につい

ては物件単位毎にグルーピングしております。営業

活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗

および賃貸資産等について、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失( 千円)

として特別損失に計上いたしました。 

減損損失の内訳は、建物 千円、その他

千円であります。なお、当資産グループの回収可能

価額は正味売却価額または使用価値により測定して

おり、正味売却価額については不動産鑑定士による

鑑定評価額等により評価し、使用価値については将

来キャッシュ・フローを年 ％で割り引いて算定

しております。 

53,618

6,049 47,569

3.3

当社は、キャッシュ・フローを生み出す最小単位で

ある店舗を基本単位として、また賃貸資産等につい

ては物件単位毎にグルーピングしております。営業

活動から生ずる損益が継続してマイナスである店舗

および賃貸資産等について、帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減損損失( 千

円)として特別損失に計上いたしました。 

減損損失の内訳は、建物 千円、その他

千円であります。なお、当資産グループの

回収可能価額は正味売却価額または使用価値により

測定しており、正味売却価額については不動産鑑定

士による鑑定評価額等により評価し、使用価値につ

いては将来キャッシュ・フローを年 ％で割り引

いて算定しております。 

419,657

224,655

195,001

3.5
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 前事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 ２．自己株式の種類及び株式数に関する事項  

 （注）１．普通株式の自己株式の増加株式数 株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

    ２．普通株式の自己株式の減少株式数 株は、単元未満株式の買増請求による減少であります。 

 ３．配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

  （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの 

  

（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） 

発行済株式         

普通株式  12,320,787  ―  ―  12,320,787

合計  12,320,787  ―  ―  12,320,787

  
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） 

自己株式         

普通株式（注）１,２  335,574  150  75  335,649

合計  335,574  150  75  335,649

150

75

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11月19日 

定時株主総会 
普通株式  71,911  6.00 平成20年８月31日 平成20年11月20日 

平成21年３月31日 

取締役会 
普通株式  71,911  6.00 平成21年２月28日 平成21年５月15日 

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21年11月26日 

定時株主総会 
普通株式  71,910 利益剰余金   6.00 平成21年８月31日 平成21年11月27日 
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 当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

 １．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 ２．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増加株式数141株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

    

 ３．配当に関する事項 

  （１）配当金支払額 

  （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの 

  

  
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  12,320,787  ―  ―  12,320,787

合計  12,320,787  ―  ―  12,320,787

  
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） 

自己株式         

普通株式（注）  335,649  141  －  335,790

合計  335,649  141  －  335,790

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21年11月26日 

定時株主総会 
普通株式  71,910  6.00 平成21年８月31日 平成21年11月27日 

平成22年３月29日 

取締役会 
普通株式  71,910  6.00 平成22年２月28日 平成22年５月14日 

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22年11月25日 

定時株主総会 
普通株式  71,909 利益剰余金   6.00 平成22年８月31日 平成22年11月26日 
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８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 

※ 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 

  

現金及び預金勘定 2,706,244 千円

預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 

    
△50,452  

現金及び現金同等物 2,655,792  

  

現金及び預金勘定 4,329,471 千円

預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 

    
△50,496  

現金及び現金同等物 4,278,974  
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

１．所有権移転外ファイナンス・リース取引（借主側） 

 ①リース資産の内容 

  該当事項はありません。 

１．所有権移転外ファイナンス・リース取引（借主側） 

 ①リース資産の内容 

  該当事項はありません。 

 ②リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「4.固定資産の減価償却の方法」に記

載のとおりであります。 

   

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年８月31日以前のリ

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、その内容は以下のとお

りであります。 

 ②リース資産の減価償却の方法 

  重要な会計方針「4.固定資産の減価償却の方法」に記

載のとおりであります。 

   

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が、平成20年８月31日以前のリ

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、その内容は以下のとお

りであります。 

(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および期末残高相当額 

(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および期末残高相当額 

    器具備品   その他   合計 

    （千円）   （千円）   （千円） 

取得価額相当額    2,996,159    680,394    3,676,553

減価償却累計額
相当額    1,967,002    442,661    2,409,664

減損損失累計額
相当額    67,815    ―    67,815

期末残高相当額    961,340    237,732    1,199,073

    器具備品   その他   合計 

    （千円）   （千円）   （千円） 

取得価額相当額    2,517,617    689,887    3,207,504

減価償却累計額
相当額    1,942,420    576,824    2,519,245

減損損失累計額
相当額    137,826    ―    137,826

期末残高相当額    437,369    113,062    550,432

(2）未経過リース料期末残高相当額およびリース資産減

損勘定期末残高 

    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およびリース資産減

損勘定期末残高 

    未経過リース料期末残高相当額 

  （千円）

１年内  603,009

１年超  704,058

合計 

  

 

  

1,307,068

リース資産減損勘定期末残高   67,815

  （千円）

１年内  466,193

１年超  250,073

合計 

  

 

  

716,267

リース資産減損勘定期末残高   137,826

(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、支払利息相当額および減損損失 

(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、支払利息相当額および減損損失 

  （千円）

支払リース料  723,009

リース資産減損勘定の取崩額  33,494

減価償却費相当額  681,258

支払利息相当額  39,189

減損損失   44,549

  （千円）

支払リース料  628,288

リース資産減損勘定の取崩額  85,832

減価償却費相当額  591,814

支払利息相当額  24,326

減損損失   155,843
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前事業年度 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

(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。 

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 (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。 

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。 

２．オペレーティング・リース取引（借主側） ２．オペレーティング・リース取引（借主側） 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能なもの

に係る未経過リース料 

オペレーティング・リース取引のうち解約不能なもの

に係る未経過リース料 

  （千円）

１年内  2,914,424

１年超  28,995,674

合計  31,910,098

  （千円）

１年内  2,968,243

１年超  29,838,657

合計  32,806,900
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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成21年８月31日） 

当事業年度 
（平成22年８月31日） 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産（流動） 
  

繰延税金資産（流動） 
  

  

未払事業税 11,002 千円

未払事業所税 11,889  

賞与引当金 133,303

減損損失 31,625

繰延ヘッジ損失  69

その他  21,169

小計 209,059

繰延税金資産（流動）計 209,059

  

未払事業税 66,583 千円

未払事業所税 12,673  

賞与引当金 161,960

ポイント引当金 45,753

減損損失 67,006

その他  33,232

小計 387,209

繰延税金資産（流動）計 387,209

繰延税金負債（流動） 
  

繰延税金負債（流動） 
  

  

その他有価証券評価差額金 △54 千円

未収還付事業税 △21,655

繰延税金負債（流動）計 △21,710  

繰延税金資産（流動）純額 187,348  

  

繰延税金負債（流動）計 －  

繰延税金資産（流動）純額 387,209  

繰延税金資産（固定） 
  

繰延税金資産（固定） 
  

  

役員退職慰労引当金 76,641 千円

ゴルフ会員権評価損 22,067

投資有価証券評価損 809

減損損失  243,141

その他有価証券評価差額金 40,497

その他 11,648

小計 394,806

評価性引当額 △115,158

繰延税金資産（固定）計 279,648

  

役員退職慰労引当金 80,769 千円

ゴルフ会員権評価損 23,930

投資有価証券評価損 47,060

減損損失  317,317

その他有価証券評価差額金 24,313

その他 9,759

小計 503,150

評価性引当額 △163,271

繰延税金資産（固定）計 339,878

繰延税金負債（固定） 
  

繰延税金負債（固定） 
  

  

前払年金費用 △26,205 千円

繰延税金負債（固定）計 △26,205

繰延税金資産（固定）純額 253,442  

  

前払年金費用 △25,807 千円

繰延税金負債（固定）計 △25,807

繰延税金資産（固定）純額 314,070  
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前事業年度 
（平成21年８月31日） 

当事業年度 
（平成22年８月31日） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

法定実効税率 40.49 ％ 

（調整）     

住民税均等割 9.28

法人税等追徴税額 1.26

交際費等永久に損金に算入 

されない項目 
0.94

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
△0.28

評価性引当額の増減額 △48.03

その他 △1.47

税効果会計適用後の 

法人税等負担率 
2.19

  

法定実効税率 40.49 ％ 

（調整）     

住民税均等割 5.13

法人税等追徴税額 1.67

交際費等永久に損金に算入 

されない項目 
0.69

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
△0.15

評価性引当額の増減額 4.27

その他 △0.89

税効果会計適用後の 

法人税等負担率 
51.21
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        前事業年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

    １．関連会社に関する事項 

      当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。  

  

    ２．開示対象特別目的会社に関する事項 

      当社は、開示対象特別目的会社を有しておりませんので、該当事項はありません。    

   

        当事業年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

    １．関連会社に関する事項 

      当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項はありません。  

  

    ２．開示対象特別目的会社に関する事項 

      当社は、開示対象特別目的会社を有しておりませんので、該当事項はありません。    

  

  

 金融商品、有価証券、デリバティブ取引、関連当事者情報、退職給付、ストック・オプション等、企業結合等、賃

貸等不動産に関する注記事項については、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。 

  

（持分法損益等）

（開示の省略）
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 （注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

   該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭811 96

１株当たり当期純利益金額 円 銭50 70

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
円 銭－ －

１株当たり純資産額 円 銭847 83

１株当たり当期純利益金額 円 銭45 90

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
円 銭－ －

  希薄化効果を有しないため記載しておりません。 潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 項目 
前事業年度末 

（平成21年８月31日） 
当事業年度末 

（平成22年８月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  9,731,436  10,161,191

 普通株式に係る期末の純資産額（千円）  9,731,436  10,161,191

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり

純資産額の算定に用いられた普通株式に係る事

業年度末の純資産額との差額（千円） 

 ―  ―

普通株式の発行済株式数（株）  12,320,787  12,320,787

普通株式の自己株式数 (株）  335,649  335,790

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株

式の数（株） 
 11,985,138  11,984,997

 項目 
前事業年度 

(自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日) 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益（千円）  607,650  550,157

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（千円）  607,650  550,157

期中平均株式数（株）  11,985,178  11,985,063

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 

 平成17年11月29日定時株主総会

決議による新株予約権方式のス

トックオプション（新株予約権

の数 個） 626

             ―

（重要な後発事象）
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(1）販売、仕入の状況 

商品別売上高 

  （注）１．販売数量については、取扱商品が多品種にわたり、表示が困難であるため記載を省略しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

商品別仕入高 

  （注）１．仕入数量については、取扱商品が多品種にわたり、表示が困難であるため記載を省略しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

５．その他

区分 

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

売上高（千円） 構成比（％） 売上高（千円） 構成比（％） 

商品         

スキー・スノーボード  5,179,816  11.7  4,672,489  10.2

ゴルフ  10,160,479  23.0  9,942,911  21.8

アウトドア  929,557  2.1  889,009  2.0

一般スポーツ  27,888,671  63.0  30,067,460  65.8

その他  98,643  0.2  113,089  0.2

合計  44,257,167  100.0  45,684,960  100.0

区分 

前事業年度 
（自 平成20年９月１日 

至 平成21年８月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年９月１日 

至 平成22年８月31日） 

仕入高（千円） 構成比（％） 仕入高（千円） 構成比（％） 

スキー・スノーボード  3,003,986  10.5  2,203,171  7.7

ゴルフ  6,880,650  24.0  6,710,535  23.6

アウトドア  614,824  2.2  584,740  2.0

一般スポーツ  18,050,215  63.1  18,956,627  66.6

その他  43,808  0.2  29,680  0.1

合計  28,593,485  100.0  28,484,755  100.0
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(2）役員の異動 

 ①代表者の異動 

   該当事項はありません。 

  

  ②その他の役員の異動 

      該当事項はありません。 
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