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1.  平成23年8月期第1四半期の業績（平成22年9月1日～平成22年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

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

23年8月期第1四半期 10,626 12.5 39 ― 40 ― △295 ―

22年8月期第1四半期 9,443 △0.2 △250 ― △235 ― △271 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年8月期第1四半期 △24.69 ―

22年8月期第1四半期 △22.69 ―

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

23年8月期第1四半期 30,692 9,771 31.8 815.33
22年8月期 26,485 10,161 38.4 847.83

（参考） 自己資本   23年8月期第1四半期  9,771百万円 22年8月期  10,161百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年8月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年8月期 ―

23年8月期 
（予想）

6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成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)は対前年同四半期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
(累計)

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



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他の情報」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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年8月期1Q 12,320,787株 22年8月期  12,320,787株

② 期末自己株式数 23年8月期1Q  335,860株 22年8月期  335,790株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期1Q 11,984,974株 22年8月期1Q  11,985,138株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間（平成22年９月１日～平成22年11月30日）における我が国の景気は、海外経済の改善や各

種の政策効果などを背景に、景気が持ち直していくことが期待されましたが、円高による輸出環境の悪化、デフレ

基調の経済環境が継続していることなどから、完全失業率は依然高水準で推移しており、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、引き続き生活防衛意識の高まりから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。  

 同会計期間における当社の売上は、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継続

していること、「山ガール」に代表される新規参入層によるアウトドアフィールド需要が活性化していることなど

の市場動向に対し、店頭での商品提案等の重点的な強化を行った結果、シューズ、アウトドアウェア、高機能アン

ダーウェアなど好調な商品カテゴリーが売上を牽引し、前年同期比118.0％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が減少しているなか、ゴルフウェア、アクセサリー類の品揃

え強化による売上確保が成功した結果、前年同期比102.6％となりました。その結果、当会計期間の既存店売上高

は前年同期比105.3％となり、全社売上高は112.5％となりました。売上総利益率は、機能性の高い発熱、保温イン

ナーを中心にプライベートブランド商品の強化を行っていること、よりお客様のニーズに合致した合理的な値引政

策を推し進めたことなどから、37.5％となり前年同期比で2.0ポイント上昇しております。 

 店舗については、９月に中津店（大分県中津市）、10月に高山店（岐阜県高山市）、フジグラン四万十店（高知

県四万十市）、11月にマーゴ関店（岐阜県関市）の４店舗を開店し、10月に長岡店（新潟県長岡市）を増床いたし

ました。これにより、平成22年11月末時点で全国に87店舗、売場面積は187,126㎡となりました。 

 また、当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用し、特別損失に397百万円を計上しました。  

 以上の結果、当第１四半期会計期間は売上高10,626百万円（前年同期9,443百万円）、営業利益39百万円（前年

同期営業損失250百万円）、経常利益40百万円（前年同期経常損失235百万円）、四半期純損失295百万円（前年同

期四半期純損失271百万円）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況  

 当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ、4,207百万円増加し30,692百万円となりまし

た。 

 この主な要因は、シーズン到来に向けた冬物商品の増加および新規出店による商品、有形固定資産、差入保証金

の増加によるものであります。 

 負債は、主に秋・冬物商品に係る仕入債務の増加および資産除去債務の計上により4,596百万円増加し20,920百

万円となりました。 

 純資産は主に利益剰余金の減少により、389百万円減少し9,771百万円となりました。   

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前事業年度末に比べ399百万

円増加し、4,678百万円となりました。 

（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337百万円（前年同期は527百万円増加）となりました。これは主に仕入債務が増加し

たことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は251百万円（前年同期は316百万円減少）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増加は313百万円（前年同期は３百万円増加）となりました。これは主に長期借入金が増加

したことによるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期会計期間の業績につきましては、ほぼ計画どおりに推移したものの、今後の景況感は予断を許さな

い状況が続いており、小売業を取り巻く事業環境は引き続き厳しく推移するものと思われます。ただし、現時点で

の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益等の第２四半期累計期間ならびに通期の業績予想は、平成22年９月29

日に公表しました業績予想から変更はありません。  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

- 1 -

株式会社　ヒマラヤ（7514）　平成23年８月期　第１四半期決算短信



  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  ①簡便な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。  

  

 固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しておりま

す。 

  

 法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、または一時差異等の発生状

況に著しい変化が認められた場合に、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニン

グに著しい変化による影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

②特有の会計処理  

 該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）お

よび「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。  

 これにより、営業利益は12百万円、経常利益は12百万円減少し、税引前四半期純損失は409百万円増加しており

ます。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は743百万円であります。   

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,728,772 4,329,471

売掛金 967,490 628,451

有価証券 － 10,000

商品 11,904,236 8,964,620

前払費用 396,166 387,039

繰延税金資産 317,499 387,209

その他 251,921 174,128

流動資産合計 18,566,087 14,880,920

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,452,772 4,142,776

土地 1,441,357 1,441,357

建設仮勘定 1,514 10,400

その他（純額） 372,618 314,486

有形固定資産合計 6,268,262 5,909,020

無形固定資産   

ソフトウエア 162,585 171,654

その他 63,588 50,198

無形固定資産合計 226,174 221,853

投資その他の資産   

投資有価証券 477,737 533,504

関係会社株式 20,000 20,000

長期貸付金 703,517 721,571

長期前払費用 393,356 399,229

繰延税金資産 555,845 314,070

差入保証金 3,204,656 3,136,626

店舗賃借仮勘定 29,456 63,880

その他 292,397 297,856

貸倒引当金 △45,162 △13,425

投資その他の資産合計 5,631,805 5,473,314

固定資産合計 12,126,242 11,604,188

資産合計 30,692,330 26,485,109
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,202,177 5,984,599

1年内返済予定の長期借入金 2,850,000 2,730,000

未払法人税等 43,961 868,718

賞与引当金 555,055 400,000

ポイント引当金 109,000 113,000

店舗閉鎖損失引当金 25,000 28,150

その他 788,265 845,411

流動負債合計 14,573,459 10,969,879

固定負債   

長期借入金 5,205,000 4,940,000

役員退職慰労引当金 209,705 199,479

資産除去債務 743,121 －

その他 189,332 214,558

固定負債合計 6,347,159 5,354,037

負債合計 20,920,619 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 3,998,145 3,998,145

利益剰余金 3,475,110 3,842,924

自己株式 △188,237 △188,213

株主資本合計 9,829,428 10,197,265

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △57,717 △35,734

繰延ヘッジ損益 － △339

評価・換算差額等合計 △57,717 △36,074

純資産合計 9,771,711 10,161,191

負債純資産合計 30,692,330 26,485,109
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 9,443,179 10,626,495

売上原価 6,092,196 6,638,956

売上総利益 3,350,982 3,987,539

販売費及び一般管理費 3,601,664 3,947,691

営業利益又は営業損失（△） △250,682 39,847

営業外収益   

受取利息 4,743 4,551

受取賃貸料 93,416 96,009

為替差益 339 786

その他 31,165 17,936

営業外収益合計 129,664 119,284

営業外費用   

支払利息 32,034 26,020

不動産賃貸費用 81,023 89,953

その他 1,081 2,909

営業外費用合計 114,140 118,884

経常利益又は経常損失（△） △235,157 40,247

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 660 －

特別利益合計 660 －

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 26,216

固定資産除却損 － 111

減損損失 53,635 25,304

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 397,327

店舗閉鎖損失 1,054 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 33,441 －

投資有価証券評価損 － 26,660

出店計画中止損 1,683 －

過年度ポイント引当金繰入額 113,000 －

ゴルフ会員権評価損 4,100 －

特別損失合計 206,914 475,619

税引前四半期純損失（△） △441,412 △435,372

法人税、住民税及び事業税 14,569 25,702

法人税等調整額 △184,054 △165,172

法人税等合計 △169,484 △139,469

四半期純損失（△） △271,927 △295,903
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △441,412 △435,372

減価償却費 132,240 146,032

減損損失 53,635 25,304

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 31,737

賞与引当金の増減額（△は減少） 150,760 155,055

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,289 10,226

ポイント引当金の増減額（△は減少） 119,000 △4,000

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 29,941 △3,150

投資有価証券評価損益（△は益） － 26,660

受取利息及び受取配当金 △4,798 △4,591

支払利息 32,034 26,020

ゴルフ会員権評価損 4,100 －

固定資産除却損 － 111

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 397,327

店舗閉鎖損失 1,054 －

出店計画中止損 1,683 －

売上債権の増減額（△は増加） △333,306 △332,622

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,702,536 △2,936,850

仕入債務の増減額（△は減少） 3,469,913 4,237,182

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,274 △156,850

その他 91,123 3,111

小計 553,868 1,185,332

利息及び配当金の受取額 381 69

利息の支払額 △26,698 △19,200

法人税等の支払額 △0 △828,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 527,552 337,978

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 △249,112 △172,878

敷金及び保証金の差入による支出 △165,067 △57,058

敷金及び保証金の回収による収入 31,800 －

投資有価証券の取得による支出 △10,350 －

その他 △23,472 △21,806

投資活動によるキャッシュ・フロー △316,202 △251,743
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（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △700,000 －

長期借入れによる収入 1,500,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △725,000 △515,000

自己株式の取得による支出 － △23

配当金の支払額 △71,910 △71,909

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,089 313,066

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 214,439 399,301

現金及び現金同等物の期首残高 2,655,792 4,278,974

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,870,231 4,678,276
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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