
 

平成 19 年 3 月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 平成 18 年 8月 31 日 

上場会社名 エノテカ株式会社 
（コード番号：3049 大証ヘラクレス市場）

（ＵＲＬ http://www.enoteca.co.jp/ ）   

代表者     代表取締役 廣瀬 恭久  

  問合せ先責任者  取締役 統括管理部部長 太田 剛          ＴＥＬ：（ 03 ）3280 － 6388 
 
 
１ 四半期財務・業績の概況の作成等に係る事項 
  
① 最近会計年度からの会計処理の方法の変更

の有無 
： 有 

（内容） 
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第 5 号 平成 17 年 12 月 9 日）及
び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第 8 号
平成 17 年 12 月 9 日）を適用しております。 

 
② 連結及び持分法の適用範囲の異動の状況 ： 無 

  
③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無 ： 有 

株式会社大阪証券取引所の「ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」に関する有価証券上場
規程、業務規程、信用取引・貸借取引規程及び受託契約準則の特例の取扱い」17 の２に準じて作成し
ており、当該別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に準じて、監査
法人トーマツによる手続を実施しております。 

 
 
２ 平成 19 年 3 月期第 1四半期の財務・業績概況（平成 18 年 4 月 1 日～平成 18 年 6 月 30 日） 
(1) 経営成績の進捗状況 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      
当期(四半期)       
純 利 益       

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

19 年３月期第 1四半期 2,354 － 243 － 279 － 149 －

18 年３月期第１四半期 － － － － － － － －

(参考)18 年 3 月期 7,557 27.6 392 144.2 568 1498.6 262 773.3

 

 
1 株当たり当期 

（四半期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期 

（四半期）純利益 

 円     銭 円     銭

19 年３月期第１四半期 8,778 15 － －

18年３月期第１四半期 － － － －

(参考)18 年 3 月期 15,452 68 － －

 (注)1．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期比増減率を示しています。 
2．四半期の経営成績の売上高、営業利益等の項目につきましては、当第 1 四半期より開示を行ってお

りますので、前年同期の実績およびこれに対する増減率の記載は行っておりません。 
3．平成 19 年 3 月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、新株予約権

の残高はありますが、当社株式は非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記載して
おりません。 

 
［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第 1 四半期における国内経済は、原油価格の高騰や金利上昇等の懸念材料があるものの、企業収益の順
調な回復をうけ、設備投資や個人消費も堅調に推移し、景気は上昇基調とみられます。 
このような状況下におきまして、当社は前期より本格的に全国展開に着手した卸し営業部門を中心に、エ

クスクルーシブ商品の販売と営業力の強化に努力してまいりました。 
ショップ部門としては、４月にはワインショップ・エノテカ港南台髙島屋店を開店致しました。また、通

販サービス部門におきましては、グレートヴィンテージと評される 2005 年プリムールの話題性もあり、自
社サイト販売も堅調に推移致しました。 
 この結果、第１四半期の業績につきましては、売上高 2,354 百万円、経常利益 279 百万円、四半期純利益
149 百万円となりました。 
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(2) 財政状態の変動状況 

 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

19 年３月期第１四半期 8,323 2,010 24.2 118,278 74

18 年３月期第１四半期 － － － － －

(参考)18 年 3 月期 8,416 1,861 22.1 109,500 59

（注）1．平成 18 年 3 月期の数値については「株主資本」「株主資本比率」「1 株当たり株主資本」を記載し

ております。 

2．四半期の財政状態の総資産、純資産等の項目につきましては、当第 1 四半期より開示を行ってお

りますので、前年同期の実績の記載は行っておりません。 

 

【キャッシュ・フローの状況】 

 
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

19 年３月期第 1四半期 377 276 221 1,886 

18 年３月期第 1四半期 － － － － 

(参考)18 年 3 月期 △1,132 64 321 1,009 

（注）四半期のキャッシュ・フローの状況につきましては、当第 1 四半期より開示を行っておりますので、
前年同期の実績の記載は行っておりません。 

 
［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

（財政状態） 
当第 1 四半期における総資産は 8,323 百万円、純資産 2,010 百万円、自己資本比率は 24.2％となりま

した。 
（キャッシュ・フローの状況） 

当第 1 四半期末における現金及び現金同等物の残高は 1,886 百万円となりました。また、当第 1 四半
期会計期間の各キャッシュ・フローは以下のとおりです。 
営業活動によるキャッシュ・フローは、棚卸資産の減少及び仕入債務の増加等により 377 百万円の収

入となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入等により 276 百万円の収入となり

ました。 
財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の借入による収入等により 221 百万円の収入とな

りました。 
 
 
【参考】平成 19 年 3 月期の業績予想（平成 18 年 4 月 1 日 ～ 平成 19 年 3 月 31 日） 

 予 想 売 上 高        予想経常利益        予想当期純利益 
１株当たり予 
想当期純利益 

 百万円 百万円 百万円  円     銭

中   間   期 3,780 191 105 4,772    72

通       期 8,482 652 373 16,954    54

（注）1．1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により算出しております。 
2．平成 18 年 3 月期の実績 1 株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数に基づき算出しておりま

す。なお、平成 18 年 9 月中間期及び平成 19 年 3 月期の予想 1 株当たり当期純利期は公募予定株
式数（5,000 株）を含めた予定期末発行済株式数 22,000 株により算出しております。 

 
［業績予想に関する定性的情報等］ 

現時点において平成 18 年 7 月 31 日に発表いたしました業績予想のとおり、上記表中の予想に変更は
ありません。 

 
※上記の業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後

様々な要因変化により異なる結果となる可能性があります。 

 

 

2



 

 

3

○ 添付資料 

・四半期損益計算書、四半期貸借対照表、四半期株主資本等変動計算書、四半期キャッシュ・フロー計算
書、注記事項等 

以  上 
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○ 添付資料 

① 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
（平成18年6月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金 ※２ 2,248,710 1,640,369 

２．売掛金  676,828 671,476 

３．たな卸資産  1,717,457 2,278,039 

４．前渡金  1,964,625 2,081,920 

５. 為替予約資産  70,218 71,080 

６. 繰延税金資産  53,130 41,450 

７．その他  47,881 60,360 

貸倒引当金  △1,421 △1,410 

流動資産合計  6,777,430 81.4  6,843,287 81.3

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※1,2  

(1) 建物  461,967 464,466 

(2) 器具及び備品  43,643 39,522 

(3) 土地  714,144 714,144 

(4) 建設仮勘定  58,215 2,215 

計  1,277,971 1,220,347 

２．無形固定資産  7,026 7,212 

３．投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  1,096 1,096 

(2) 敷金・保証金 ※２ 160,916 160,916 

(3) 繰延税金資産  64,478 59,762 

(4) その他  34,612 124,289 

計  261,104 346,065 

固定資産合計  1,546,102 18.6  1,573,625 18.7

資産合計  8,323,533 100.0  8,416,913 100.0
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当第１四半期会計期間末 
（平成18年6月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  560,539 493,546 

２．一年以内返済予定長期
借入金 

※２ 616,718 682,430 

３．一年以内償還予定社債  160,000 80,000 

４．未払法人税等  153,593 177,000 

５．前受金  455,466 942,861 

６．賞与引当金  73,905 42,643 

７. ポイント引当金  23,172 19,035 

８. その他 ※３ 248,869 325,142 

流動負債合計  2,292,265 27.5  2,762,659 32.8

Ⅱ 固定負債   

１. 社債  1,490,000 1,570,000 

２．長期借入金 ※２ 2,280,485 1,977,205 

３．退職給付引当金  61,783 55,284 

４．役員退職慰労引当金  95,517 90,426 

５. その他  92,743 99,827 

固定負債合計  4,020,529 48.3  3,792,743 45.1

負債合計  6,312,794 75.8  6,555,403 77.9
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当第１四半期会計期間末 
（平成18年6月30日） 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

（平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  － －  497,000 5.9

Ⅱ 資本剰余金   

１. 資本準備金  － 487,000 

資本剰余金合計  － －  487,000 5.8

Ⅲ 利益剰余金   

１．任意積立金   

別途積立金  － 300,000 

２．当期未処分利益  － 577,510 

利益剰余金合計  － －  877,510 10.4

資本合計  － －  1,861,510 22.1

負債資本合計  －  －  8,416,913 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  497,000 6.0  － －

２．資本剰余金   

(1) 資本準備金  487,000 － 

資本剰余金合計  487,000 5.9  － －

３．利益剰余金   

(1) その他利益剰余金   

別途積立金  300,000 － 

繰越利益剰余金  726,738 － 

利益剰余金合計  1,026,738 12.3  － －

株主資本合計  2,010,738 24.2  － －

純資産合計  2,010,738 24.2  － －

負債純資産合計  8,323,533 100.0  － －
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② 四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年6月30日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  2,354,639 100.0  7,557,778 100.0

Ⅱ 売上原価  1,482,744 63.0  4,666,080 61.7

  売上総利益  871,894 37.0  2,891,698 38.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 628,135 26.6  2,499,516 33.1

営業利益  243,759 10.4  392,181 5.2

Ⅳ 営業外収益 ※２ 58,176 2.5  277,678 3.7

Ⅴ 営業外費用 ※３ 22,311 1.0  101,308 1.4

経常利益  279,624 11.9  568,552 7.5

Ⅵ 特別損失 ※4,6 － －  31,167 0.4

税引前第１四半期（当
期）純利益 

 279,624 11.9  537,384 7.1

法人税、住民税及び事
業税 

 146,791 227,881 

法人税等調整額  △16,395 130,395 5.6 46,807 274,688 3.6

第１四半期（当期）純
利益 

 149,228 6.3  262,695 3.5

前期繰越利益  －  314,814

当期未処分利益  －  577,510
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③ 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年６月30日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金  
資本金 

（千円） 
資本 

準備金
(千円)

資本 
剰余金
合計 

（千円）

別途 
積立金

（千円）

繰越利益
剰余金
（千円）

利益 
剰余金 
合計 

（千円） 

株主資本 
合計 

（千円） 

純資産 
合計 

（千円） 

平成18年３月31日 残高 497,000 487,000 487,000 300,000 577,510 877,510 1,861,510 1,861,510

第１四半期会計期間中の変動額    

第１四半期純利益 － － － － 149,228 149,228 149,228 149,228

第１四半期会計期間中の変動額合計 － － － － 149,228 149,228 149,228 149,228

平成18年６月30日 残高 497,000 487,000 487,000 300,000 726,738 1,026,738 2,010,738 2,010,738
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④ 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年6月30日）

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前第１四半期（当期）純利益  279,624 537,384 

減価償却費  14,926 66,476 

退職給付引当金の増加額  6,802 8,301 

役員退職慰労引当金の増加額  5,091 16,733 

賞与引当金の増加額  31,621 6,083 

貸倒引当金の増加額  11 68 

ポイント引当金の増加額  4,137 19,035 

受取利息及び受取配当金  △185 △6,700 

有価証券利息  － △2,647 

支払利息  15,022 68,477 

為替差益  △27,632 △150,451 

社債利息  3,437 13,184 

社債発行費  － 7,350 

支払保証料  2,911 12,105 

有形固定資産除却損  － 189 

固定資産減損損失  － 25,053 

投資有価証券評価損  － 2,373 

デリバティブ評価損益（△益）  935 △14,413 

売上債権の増加額  △492,746 △124,367 

棚卸資産の減少額（△増加額）  560,581 △632,422 

仕入債務の増加額（△減少額）  212,122 △803,278 

未払金の減少額  △115,019 △32,356 

未払消費税等の増加額（△減少額）  49,367 △8,683 

その他流動資産の増加額  3,751 34,712 

その他流動負債の減少額（△増加額）  10,422 △19,960 

小計  565,183 △977,752 

利息及び配当金の受取額  185 8,458 

利息の支払額  △15,698 △81,303 

法人税等の支払額  △171,900 △81,881 

営業活動によるキャッシュ・フロー  377,769 △1,132,478 
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当第１四半期会計期間 

（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年6月30日）

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日）

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出  △25,638 － 

定期預金の払戻による収入  380,630 11,121 

有形固定資産の取得による支出  △69,710 △202,762 

有形固定資産の売却による収入  － 149,218 

無形固定資産の取得による支出  － △1,891 

投資有価証券の売却による収入  － 126,149 

敷金及び保証金の差入による支出  － △12,515 

敷金及び保証金の返還による収入  － 45,388 

敷金の返還による支出  － △100,000 

敷金の預りによる収入  － 73,437 

その他  △8,683 △23,623 

投資活動によるキャッシュ・フロー  276,597 64,524 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

長期借入金の借入による収入  450,000 1,300,000 

長期借入金の返済による支出  △212,432 △1,209,455 

社債の発行による収入  － 292,650 

割賦債務の返済による支出  △11,553 △50,705 

その他  △4,393 △10,980 

財務活動によるキャッシュ・フロー  221,620 321,507 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  660 606 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  876,647 △745,840 

Ⅵ 現金及び現金同等物期首残高  1,009,947 1,755,787 

Ⅶ 現金及び現金同等物第１四半期末（期末） 
残高 

※1 1,886,595 1,009,947 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

(1)その他有価証券 

  時価のあるもの 

 第１四半期決算日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定)を採用しておりま

す。 

(1)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(評価差額は全部資本直入法により

処理し、売却原価は移動平均法によ

り算定)を採用しております。 

 時価のないもの 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

時価のないもの 

同左 

 (2)デリバティブ 

時価法 

(2)デリバティブ 

同左 

 

 

(3)たな卸資産 

商品 

移動平均法による原価法を採用して

おります。 

(3)たな卸資産 

商品 

同左 

 

 

 

 

貯蔵品 

最終仕入原価法による原価法を採用

しております。 

貯蔵品 

同左 

 

 

 

未着品 

個別法による原価法を採用しており

ます。 

未着品 

同左 

２．固定資産の減価償却の 

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法（但し、平成10年４月１日以

降取得分の建物（建物附属設備を除

く）は定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物       15年～39年 

器具及び備品   5年～ 8年 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 (2)無形固定資産 

自社利用のソフトウェアは社内にお

ける合理的な利用可能期間(５年)に基

づいております。 

(2)無形固定資産 

定額法を採用しております。 

但し、自社利用のソフトウェアは社

内における合理的な利用可能期間(５

年)に基づいております。 

 (3)長期前払費用 

定額法によっております。 

(3)長期前払費用 

同左 
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項目 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年4月 1日 

至 平成18年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

３. 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に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、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 

従業員に対する賞与の支出に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当第１四半

期会計期間に負担すべき金額を計上し

ております。 

(2)賞与引当金 

従業員に対する賞与の支出に備えるた

め、賞与支給見込額のうち当期に負担

すべき金額を計上しております。 

 (3)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の見込

額に基づき、当第１四半期会計期間末

において発生していると認められる額

を計上しております。 

(3)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の見込

額に基づき計上しております。 

 (4)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、内規に基づく当第１四半期会計期

間末要支給額を計上しております。 

(4)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)ポイント引当金 

顧客に付与されたポイントの使用によ

る費用発生に備えるため、その使用実

績率に基づき当第１四半期会計期間末

において将来使用されると見込まれる

額を計上しております。 

(5)ポイント引当金 

顧客に付与されたポイントの使用によ

る費用発生に備えるため、その使用実

績率に基づき当期末において将来使用

されると見込まれる額を計上しており

ます。 

(追加情報) 

前事業年度まで、ポイントの使用によ

る売上値引は、顧客の利用時に売上高

から控除しておりましたが、ポイント

カードの運用実績により使用実績率を

合理的に見積ることが可能になったこ

と及びポイント付与率の拡大により金

額的重要性が増したため、当事業年度

より過去の使用実績率に基づき将来使

用され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。 

ポイント引当金繰入額については、当

事業年度までに発生したポイントに対

応する金額について「売上原価」に計

上しております。 

この結果従来の方法に比べ、売上総利

益、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は19,035千円減少しておりま

す。 
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項目 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年4月 1日 

至 平成18年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日） 

４. 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、第１四半期

決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理して

おります。 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

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。 

同左 

６. ヘッジ会計の方法 

 

（1）ヘッジ会計の方法 

金利スワップについて、特例処理の

要件を充たしている場合には、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 

   ヘッジ手段…金利スワップ 

   ヘッジ対象…借入金 

（3）ヘッジ方針 

借入金の将来の金利市場における利

率上昇による変動リスクを回避する目

的で利用しております。 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理を採用している金利スワッ

プについては、ヘッジの有効性の評価

を省略しております。 

（1）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

（3）ヘッジ方針 

同左 

 

 

（4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

７. 四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における資

金の範囲 

手許現金、要求払預金及び取得日から

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からなっており

ます。 

同左 

８．その他四半期財務諸表

（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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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

（四半期貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

当第１四半期会計期間より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

適用指針第8号 平成17年12月９日）を適用しておりま

す。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は2,010,738千

円であります。 

なお、中間財務諸表等規則の改正により、当第１四半

期会計期間における四半期貸借対照表の純資産の部に

ついては、改正後の中間財務諸表等規則により作成し

ております。 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する

意見書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第6号平成15年10月31日）を

適用しております。これにより税引前当期純利益は

25,053千円減少しております。 
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注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成18年6月30日） 

前事業年度末 
（平成18年3月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

269,027千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

257,084千円

 

※２ 担保資産及び担保付債務 ※２ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産は次のとおりであります。 担保に供している資産は次のとおりであります。 

  
定期預金 230,000千円

敷金・保証金 25,000 

建物 205,013 

土地 714,144 

合計 1,174,157 

  

  
定期預金 420,079千円

敷金・保証金 41,890 

建物 206,361 

土地 680,094 

合計 1,348,425 

  
  

担保付債務は次のとおりであります。 担保付債務は次のとおりであります。 

  
一年以内返済予定長期借入金 115,628千円

長期借入金 1,042,875 

合計 1,158,503 

  

  
一年以内返済予定長期借入金 682,430千円

長期借入金 1,977,205 

合計 2,659,635 

  
  

※３ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。 

――――― 
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（四半期損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は85.4%、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は14.6%

であります。 

 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

 

給与手当            154,866千円

賞与引当金繰入額         31,621 

役員退職慰労引当金繰入額      5,091 

退職給付費用            6,802 

貸倒引当金繰入額             11 

地代家賃            116,096 

運賃               37,748 

支払手数料            30,267 

減価償却費            14,926 

 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息                185千円

受取手数料            14,217 

為替差益                          27,632 

家賃収入             12,566 

 

 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息                          15,022千円

社債利息                           3,437 

支払保証料             2,911 

デリバティブ評価損          935 

 

――――― 

 

 

 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産           12,087千円

無形固定資産             185 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は85.6%、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は14.4%

であります。 

 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

 

給与手当            559,264千円

賞与引当金繰入額         42,643 

役員退職慰労引当金繰入額     16,733 

退職給付費用           16,057 

貸倒引当金繰入額           68 

地代家賃             483,810 

運賃               142,600 

支払手数料            136,191 

減価償却費            66,476 

 

※２ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息              6,700千円

有価証券利息            2,647 

為替差益                         188,805 

家賃収入             53,724 

デリバティブ評価益        14,413 

 

※３ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息                          68,477千円

社債利息                          13,184 

支払保証料            12,105 

社債発行費             7,350 

 

※４ 特別損失のうち主要なもの 

固定資産減損損失         25,053千円

投資有価証券評価損         2,373 

店舗等撤去費用           3,551 

 

５ 減価償却実施額 

有形固定資産           54,206千円

無形固定資産             945 
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当第１四半期会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

――――― ※６ 固定資産減損損失の内訳は次のとおりでありま

す。 

当社は以下の資産について減損損失を計上しま

した。 

用途  処分予定資産 

場所 
 ワインショップ・エノテカ
京都店 
（京都市下京区） 

種類 
設備造作及び器具及び備品
（店舗設備等） 

減損損失額 
建物（設備造作）24,550千
円、器具及び備品 503千円

 減損損失の認
識に至った経
緯 

資産の処分が予定されてい
る為 

回収可能価額 使用価値 

回収可能価額
の算定方法 

使用価値を0として見積もっ
た 

 （グルーピングの方法） 

他の資産又は資産グループのキャッシュ・フロー

から概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最

少単位として店舗別にグルーピングを行なっており

ます。 
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（四半期株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成18年4月 1日 至 平成18年6月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
（株） 

当第１四半期 
増加株式数 
（株） 

当第１四半期 
減少株式数 
（株） 

当第１四半期末
株式数 
（株） 

発行済株式     

普通株式 17,000 － － 17,000

合計 17,000 － － 17,000

 

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 
新株予約権の
目的となる株
式の種類 前事業年度

末 
当第１四半
期増加 

当第１四半
期減少 

当第１四半
期末 

当第１四半
期末残高 
（千円）

平成16年第１回新株予約権(注) 普通株式 960 － － 960 －

平成18年第２回新株予約権(注) 普通株式 155 － － 155 －

合計 － 1,115 － － 1,115 －

（注） 新株予約権を行使することができる期間は、到来しておりません。 

 

４．配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

※１ 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 

(平成18年6月30日現在) 

（千円） 

現金及び預金勘定 2,248,710 

預入期間が3ヶ月を超える定 

期預金 
△362,115 

現金及び現金同等物 1,886,595 

 

(平成18年3月31日現在) 

（千円） 

現金及び預金勘定 1,640,369 

預入期間が3ヶ月を超える定 

期預金 
△630,422 

現金及び現金同等物 1,009,947 
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（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
至 平成18年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

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 

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 

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び第１四半期末残高相当額 

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及び期末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

第１四半
期末残高
相当額 
（千円）

器具及び備品 156,071 95,531 60,540

合計 156,071 95,531 60,540

  

 

 
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

器具及び備品 215,628 143,351 72,277

合計 215,628 143,351 72,277

  
２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 24,810千円

１年超 37,620 

合計 62,431 
  

 
１年内 30,024千円

１年超 45,190 

合計 75,215 
  

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

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、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 8,661千円

減価償却費相当額 7,985 

支払利息相当額 493 
  

 
支払リース料 65,374千円

減価償却費相当額 59,327 

支払利息相当額 3,560 
  

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。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

同左 

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。 

５．利息相当額の算定方法 

同左 

―――――― ６．減損損失について 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間末（平成18年6月30日） 

１. 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 四半期貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 1,096

 

前事業年度末（平成18年3月31日） 

１. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

126,501 － －

 

２. 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式 1,096

（注）当事業年度において、その他有価証券について2,373千円の減損処理を行なっております。 
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（デリバティブ取引関係） 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

(1)通貨関連 

当第１四半期会計期間末（平成18年6月30日） 前事業年度末(平成18年3月31日) 

区分 種類 契約額等 

(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

契約額等 

(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

為替予約取引 

受取ユーロ・支払円 
346,013 369,730 23,717 680,312 714,355 34,043

クーポンスワップ取引 

受取ユーロ・支払円 
9,891,344 61,871 61,871 9,891,344 45,481 45,481

市場取引以外

の取引 

クーポンスワップ取引 

受取米ドル・支払円 
4,360,475 △15,370 △15,370 4,360,475 △8,445 △8,445

 当第１四半期会計期間末 前事業年度末 

(注) 時価の算定方法 (注) 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された

価格等に基づき算定しておりま

す。 

同左 

(2)金利関連 

当第１四半期会計期間末（平成18年6月30日） 前事業年度末(平成18年3月31日) 

区分 種類 契約額等 

(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

契約額等 

(千円) 

時価 

(千円) 

評価損益 

(千円) 

金利スワップ 

変動受取・固定支払 
413,300 △2,849 △2,849 483,000 △3,294 △3,294市場取引以外

の取引 
金利キャップ買建 1,000,000 6,649 6,649 1,000,000 8,030 8,030

 当第１四半期会計期間末 前事業年度末 

(注)１.時価の算定方法 (注)１.時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された

価格等に基づき算定しておりま

す。 

同左 

２.ヘッジ会計が適用されているデリ

バティブ取引は除いております。 

２.      同左 
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（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期会計期間（自 平成18年4月 1日  至 平成18年6月30日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

該当事項はありません。 
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（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年6月30日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日） 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
  至 平成18年6月30日） 

前事業年度 
（自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日） 

 

１株当たり純資産額 118,278.74円 

１株当たり第１四半期純利益金額 8,778.15円 

  

 

１株当たり純資産額 109,500.59円 

１株当たり当期純利益金額 15,452.68円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり第１四半期純利益金

額については、新株予約権の残高はありますが、当社株

式は非上場であるため、期中平均株価が把握できません

ので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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は

非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

 

当社は、平成18年3月6日付で株式１株につき５株の

株式分割を行なっております。 

なお、当該株式分割が前期首に行なわれたと仮定し

た場合の前事業年度における１株当たりの情報について

は、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額          94,196.06円 

１株当たり当期純利益金額       1,769.36円 

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、新株予約権の残高はありますが、当社株式は

非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。 

 

 （注）１株当たり第１四半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。 

 
当第１四半期会計期間 

（自 平成18年4月 1日 
  至 平成18年6月30日） 

前事業年度 
(自 平成17年4月 1日 
至 平成18年3月31日) 

第１四半期（当期）純利益（千円） 149,228 262,695 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る第１四半期（当期）純利益
（千円） 

149,228 262,695 

期中平均株式数（株） 17,000 17,000 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり第１四半期（当期）純利益の

算定に含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の数

1,115個）。 

同左 

 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 


