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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年９月中間期 4,086 － 269 － 317 －

17年９月中間期 － － － － － －

18年３月期 7,557 27.6 392 144.2 568 －

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年９月中間期 178 － 9,973 88 9,929 43

17年９月中間期 － － － － － －

18年３月期 262 773.3 15,452 68 － －
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 18年９月中間期 17,874株 17年９月中間期 －株 18年３月期 17,000株

③会計処理の方法の変更 有

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

⑤中間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、当中間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

対する増加率の記載は行っておりません。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 11,083 3,658 33.0 166,300 44

17年９月中間期 － － － － －

18年３月期 8,416 1,861 22.1 109,500 59
（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期 22,000株 17年９月中間期 －株 18年３月期 17,000株

②期末自己株式数 18年９月中間期 －株 17年９月中間期 －株 18年３月期 －株

③平成18年３月期の数値につきましては「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。

④中間期の財政状態の総資産、純資産等の項目につきましては、当中間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。

(3）キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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

18年９月中間期 970 △1,310 1,600 2,274

17年９月中間期 － － － －

18年３月期 △1,132 64 321 1,009

（注）中間期のキャッシュ・フローの状況につきましては、当中間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。

２．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）

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通期 8,482 652 373

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）16,954円54銭

 
※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

 上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料の４ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
 該当事項はありません。

 

２．経営方針
 （1）会社の経営の基本方針

 当社は、「For All Wine Lovers」の企業理念の基、つまり、すべてのワイン愛好家のためにサービスするという

基本方針を定めております。

 昨日までと同様、今日からもまた、おいしいワインを“一本”そしてまた“一本”と、皆様にお届けできますよ

うに努めてまいります。

 こうした地道な事業活動を繰り返しつつ、ワイン商として、ユニークなビジネスモデルをつくり、より一層の発

展を目指してまいります。

 （2）会社の利益配分に関する基本方針

 当社は、事業基盤の安定化と事業拡大の基礎を築くために必要な内部留保を確保しつつも、株主重視の観点から

安定的、且つ、継続的な利益還元を配当として行うことが経営の重要課題と考えておりますが、当面は内部留保資

金とし、新規出店のための設備投資、エイジング商品充実のためのプリムール購入資金等、企業価値の増大に向け、

成長投資を第一優先として投入してまいります。

 これにより、事業の拡大と経営基盤の強化に努め、株主の皆様への利益還元に努めてまいります。

 ※ エイジングとは、フランス・ボルドー産ワインをプリムールで購入し、エイジング（長期間保存）することによりワインの希少価値

が増大し、伴って価格が上昇することで仕入価格の優位性を大きくし、ひとつのビジネスモデルとして育成します。

 ※ プリムールとは、フランス・ボルドー産ワイン独特の先売り制度として世界的に確立されており、当年秋に収穫され同時に樽に詰め

られたブドウが、翌年春に樽熟成中に販売開始され、その翌々年秋頃から樽から順次ボトル詰めされそのボトルを引き渡される取引形

態を指します。

 （3）目標とする経営指標

 当社の経営指標は、世界でも屈指のワイン商に成長するためにも、2011年３月期までに売上高150億円以上、経常

利益率10％以上の達成及び継続していくことを目標としております。

 （4）中長期的な会社の経営戦略

 当社は、ワインを直輸入、卸し及び小売を通じて、国内全域に販売しておりますが、2011年３月期には、売上高

150億円以上、経常利益率10％以上を目標としており、この実現に向けて、ワインショップを年間2～3店舗の新設・

拡大、卸し営業拠点の拡大、通販サービスを通じたネット販売の拡大を図ってまいります。

 また、ワインのエイジングによる利益への効果は、3～5年経過以降徐々に現れてくるものとしております。

 このように、利益構造の安定化並びに経営効率の更なる活性化、継続的な発展を目指しております。

 （5）会社の対処すべき課題

 当社の対処すべき課題といたしましては、販売力の強化、ワイン・ブランドの開発、人材育成であると考えてお

ります。

 販売力の更なる強化といたしまして、ショップ部門は、ブランド向上を第一優先とし、競合立地にも出店を積極

的に展開してまいります。

 卸し営業部門は、ホテル・レストラン等へのショップ販売商品と差別化した商品開発を、また通販サービス部門

は、全国展開しているショップ並びに卸し営業で培われた信用力及びブランドを基礎にしたオンライン販売の更な

る強化を行ってまいります。

 ワイン・ブランドの開発といたしましては、当社が取扱うワインは、フランスワイン、特にボルドー・ワインを

中心に、イタリア、スペイン、ポルトガル及びニューワールド・ワインと称されるチリ、ニュージーランド、アメ

リカ、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ等から輸入しており、その中から、ブランドワインとして全国

的に支持される商品育成に努めております。

 また、消費者の嗜好動向の変化につきましては、ショップ部門並びに通販サービス部門を通じて、いち早くその

情報を収集し商品供給に対応しております。

 今後、ショップ部門、卸し営業部門及び通販サービス部門ごとに、更なる成長を支える支柱として各部門独自の

ワイン・ブランド育成を強力に進めております。

 人材育成につきましては、当社の社員は、専門的な知識では他社に負けないと自負していますが、一方で管理能

力や効率的な業務構築の能力を持った社員が、現在の業容拡大に対して不足しています。

 ワイン知識だけでなく、販売技術、管理能力及び業務構築力等を併せ持った人材を早期に育成するシステムの確

立を行ってまいります。
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３．経営成績及び財政状態
 （1）経営成績

当中間期におけるわが国経済は、原油価格の高騰はあるものの、円安ユーロ高・ドル高による企業収益は拡大傾向に

あり、一方、個人消費は底堅い基調で進捗していると見られます。

 当酒類業界におきましては、酒類国内消費量の大幅な拡大は見込めない中で、企業間の競争は増しているという環境

にあります。

しかしながら、このような状況の中におきまして、当社は、ショップ部門、卸し営業部門並びに通販サービス部門と

も売上高は前期に引続き堅調に推移しております。

ショップ部門は、4月にワインショップ・エノテカ港南台髙島屋店をオープンしておりますが、既存店売上が順調に

推移しており、売上高1,962,082千円、営業利益44,256千円となっております。

卸し営業部門は、前期に引続き売上高を含めホテル・レストランとの取引が拡大傾向にあり、売上高1,239,793千円、

営業利益75,668千円となっております。

通販サービス部門は、プリムール2003年の出荷が好調に推移し、且つ、通常売上高も順調に推移しており、売上高

884,665千円、営業利益149,551千円となっております。 

その結果、当中間期（平成18年4月～平成18年9月）の業績は、売上高4,086,542千円となりました。利益面につきま

しては、経常利益317,192千円となり、中間純利益は、178,273千円となりました。

 

 （2）財政状態

① 当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、主に株式の発行による資金調達により、

前事業年度末（1,009,947千円）より大幅に増加し、2,274,841千円となりました。

　当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は970,792千円となりました。

 これは主に、棚卸資産の減少額が88,750千円、仕入債務の増加額が769,988千円となった一方で、法人税等の支払

額が167,157千円あっ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）

　投資活動の結果使用した資金は1,310,473千円となりました。

これは主に、定期預金の払戻による収入により628,915千円増加した一方で、定期預金の預入による支出が348,304

千円、投資有価証券の取得による支出が1,504,714千円あったこと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）

　財務活動の結果得られた資金は1,600,933千円となりました。

これは主に、公募増資により1,606,113千円増加したことによるものであります。

 

② 当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成17年３月期 平成18年３月期 平成18年９月中間期

自己資本比率（％） 19.2 22.1 33.0

時価ベースの自己資本比率（％） － － 67.4

債務償還年数（年） 211.0 － 2.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 0.2 － 52.2

※　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

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

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

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。
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※　有利子負債は、貸借対照表（中間貸借対照表）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。

※　営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書（中間キャッシュ・フロー計算書）に計上されて

いる「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

　なお、平成18年３月期は営業キャッシュ・フローがマイナスであるため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオは記載しておりません。

 

 （3）通期の見通し

通期の見通しといたしましては、対ユーロ・ドルとも円安傾向が続くことが予想され、原油の高騰や米国経済の停滞

も見え隠れする不透明感から、今後も厳しい経営環境が続くものと想定しております。

しかしながら当社は、このような経営環境の中で、お客様により深いご満足を得るようワイン・ブランドの拡大を更

に進め、積極的に業績向上に努めてまいります。

なお、平成19年３月期通期の業績といたしましては、当事業年度当初の予想通り売上高8,482百万円（前年対比

12.2％増）、経常利益652百万円（前年対比14.7％増）、当期純利益373百万円（前年対比42.3％増）を見込んでおり

ます。
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４．個別中間財務諸表等
(1）中間貸借対照表

  
当中間会計期間末

（平成18年９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 2,711,337   1,640,369   

２．売掛金  707,907   671,476   

３．たな卸資産  2,189,289   2,278,039   

４．前渡金  2,243,585   2,081,920   

５．為替予約資産  90,804   71,080   

６．繰延税金資産  49,243   41,450   

７．その他  48,128   60,360   

貸倒引当金  △1,486   △1,410   

流動資産合計   8,038,810 72.5  6,843,287 81.3

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1,2       

(1）建物  449,816   464,466   

(2）器具及び備品  42,588   39,522   

(3）土地  714,144   714,144   

(4）建設仮勘定  63,990   2,215   

計  1,270,539   1,220,347   

２．無形固定資産  6,841   7,212   

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  1,504,843   1,096   

(2）敷金・保証金 ※２ 161,240   160,916   

(3）繰延税金資産  66,605   59,762   

(4）その他  34,686   124,289   

計  1,767,375   346,065   

固定資産合計   3,044,756 27.5  1,573,625 18.7

資産合計   11,083,567 100.0  8,416,913 100.0
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当中間会計期間末

（平成18年９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．輸入支払手形 ※４ 309,002   －   

２．買掛金  1,072,034   493,546   

３．一年以内返済予定長期借
入金

※２ 522,870   682,430   

４．一年以内償還予定社債  160,000   80,000   

５．未払法人税等  163,500   177,000   

６．前受金  803,280   942,861   

７．賞与引当金  53,176   42,643   

８．ポイント引当金  27,045   19,035   

９．その他 ※３ 418,170   325,142   

流動負債合計   3,529,080 31.8  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 2,157,265   1,977,205   

３．退職給付引当金  61,822   55,284   

４．役員退職慰労引当金  100,833   90,426   

５．その他  85,956   99,827   

固定負債合計   3,895,877 35.2  3,792,743 45.1

負債合計   7,424,957 67.0  6,555,403 77.9
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当中間会計期間末

（平成18年９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   1,306,375 11.8  － －

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  1,296,375   －   

資本剰余金合計   1,296,375 11.7  － －

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  755,783   －   

利益剰余金合計   1,055,783 9.5  － －

株主資本合計   3,658,533 33.0  － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１. その他有価証券評価差額
金 

  76 0.0  － －

 評価・換算差額等合計   76 0.0  － －

純資産合計   3,658,609 33.0  － －

負債純資産合計   11,083,567 100.0  － －
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(2）中間損益計算書

  
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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   4,086,542 100.0  7,557,778 100.0

Ⅱ　売上原価   2,541,264 62.2  4,666,080 61.7

売上総利益   1,545,277 37.8  2,891,698 38.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,275,799 31.2  2,499,516 33.1

営業利益   269,477 6.6  392,181 5.2

Ⅳ　営業外収益 ※２  110,271 2.7  277,678 3.7

Ⅴ　営業外費用 ※３  62,557 1.5  101,308 1.4

経常利益   317,192 7.8  568,552 7.5

Ⅵ　特別損失 ※4,6  1,096 0.1  31,167 0.4

税引前中間（当期）純利
益

  316,095 7.7  537,384 7.1

法人税、住民税及び事業
税

 152,510   227,881   

法人税等調整額  △14,688 137,822 3.3 46,807 274,688 3.6

中間（当期）純利益   178,273 4.4  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）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金
（千円）

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

（千円）
資本準備金
（千円）

資本剰余金
合計

（千円）

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
（千円）

別途積立金
（千円）

繰越利益
剰余金
（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

中間会計期間中の変動額

　新株の発行 809,375 809,375 809,375    1,618,750

中間純利益     178,273 178,273 178,273

株主資本以外の項目の中間会計期間

中の変動額

（純額）

       

中間会計期間中の変動額合計 809,375 809,375 809,375  178,273 178,273 1,797,023

平成18年９月30日　残高 1,306,375 1,296,375 1,296,375 300,000 755,783 1,055,783 3,658,533

評価・換算差額等

純資産合計

（千円）

その他

有価証券

評価差額金

（千円）

評価・換算差

額等合計

（千円）

 平成18年３月31日　残高 － － 1,861,510

 中間会計期間中の変動額    

 　新株の発行   1,618,750

   中間純利益   178,273

   株主資本以外の項目の中間会計期間

   中の変動額

   （純額）

76 76 76

 中間会計期間中の変動額合計 76 76 1,797,099

 平成18年９月30日　残高 76 76 3,658,609
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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

   

税引前中間（当期）純利
益

 316,095 537,384

減価償却費  30,315 66,476

退職給付引当金の増加額  6,538 8,301

役員退職慰労引当金の増
加額

 10,406 16,733

賞与引当金の増加額  10,532 6,083

貸倒引当金の増加額  76 68

ポイント引当金の増加額  8,009 19,035

受取利息及び受取配当金  △560 △6,700

有価証券利息  － △2,647

支払利息  31,604 68,477

為替差益  △23,365 △150,451

社債利息  7,281 13,184

社債発行費  － 7,350

株式交付費  12,636 －

支払保証料  5,899 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  1,096 2,373

デリバティブ評価損益（△
益）

 5,125 △14,413

売上債権の増加額  △176,012 △124,367

棚卸資産の減少額（△増
加額）

 88,750 △632,422

仕入債務の増加額（△減
少額）

 769,988 △803,278

未払金の増加額（△減少
額）

 9,288 △32,356

未払消費税等の増加額（△
減少額）

 50,337 △8,683

その他資産負債の増減額  10,597 14,752

小計  1,174,642 △977,752

利息及び配当金の受取額  451 8,458

利息の支払額  △37,143 △81,303

法人税等の支払額  △167,157 △81,881

営業活動による
キャッシュ・フロー

 970,792 △1,132,478
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当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

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

 △348,304 －

定期預金の払戻による収
入

 628,915 11,121

有形固定資産の取得によ
る支出

 △82,757 △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

投資有価証券の取得によ
る支出 

 △1,504,714 －

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

 △324 △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  △3,288 △23,623

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △1,310,473 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

 △429,500 △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

 △19,806 △50,705

株式の発行による収入  1,606,113 －

その他  △5,872 △10,980

財務活動による
キャッシュ・フロー

 1,600,933 321,507
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当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

 3,641 606

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額（△減少額）

 1,264,893 △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中間期
末（期末）残高

※１ 2,274,841 1,009,947
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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

　中間決算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）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

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
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項目
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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）

 (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中間会計期

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、当中間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、

内規に基づく当中間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

に基づき当中間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。

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、中間決算日の直

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
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項目
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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．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。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(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

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(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。

(3）ヘッジ方針

同左

(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。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

７．中間キャッシュ・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．その他中間財務諸表（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９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）

　　　　　　――――――

　

　

（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。

 （中間貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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3,658,609千円

であります。 

　なお、中間財務諸表等規則の改正により、当中間会計期

間における中間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。

 　　　　　　――――――
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

当中間会計期間末
（平成18年９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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

281,155千円 257,084千円

※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。

※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。

敷金・保証金 25,000千円

建物 205,013

土地 714,144

　合計 944,157

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 109,000千円

長期借入金 1,015,625

　合計 1,124,625

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。

 

――――――

※４ 「輸入支払手形」につきましては、当中間会計期間 

 において重要性が増したため区分掲記しております。

 

―――――― 
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（中間損益計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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84.3％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は15.7％であ

ります。

主要な費目及び金額は次のとおりです。

※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 302,996千円

賞与引当金繰入額 53,176

役員退職慰労引当金繰入額 10,406

退職給付費用 9,584

貸倒引当金繰入額 76

地代家賃 226,505

運賃 76,053

支払手数料 73,433

減価償却費 30,315

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 ※２　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 560千円

受取手数料 14,217

為替差益 65,235

家賃収入 25,133

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 ※３　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 31,604千円

社債利息 7,281

株式交付費 12,636

支払保証料 5,899

デリバティブ評価損 5,125

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 ※４　特別損失のうち主要なもの

投資有価証券評価損 1,096千円 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 ５　減価償却実施額

有形固定資産 24,362千円

無形固定資産  370

有形固定資産 54,206千円

無形固定資産 945
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当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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。

－ 19 －



（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

発行済株式

普通株式 17,000 5,000 － 22,000

合計 17,000 5,000 － 22,000

 （注）　普通株式の株式数の増加5,000株は、公募増資による増加であります。

 

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（株） 
当中間会計
期間末残高
（千円）

前事業年度
末

当中間会計
期間増加

当中間会計
期間減少

当中間会計
期間末

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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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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中間期末残高と中間貸借対照

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９月30日現在） （平成18年３月31日現在）

 （千円）

現金及び預金勘定 2,711,337

預入期間が３ヶ月を超える定

期預金
△436,496

現金及び現金同等物 2,274,841

 （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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び中間期末残高相当額

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、

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）

中間期末残
高相当額
（千円）

器具及び備品 146,836 92,790 54,045

合計 146,836 92,790 54,045

 
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．未経過リース料中間期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 22,630千円

１年超 33,493

合計 56,124

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 16,432千円

減価償却費相当額 14,811

支払利息相当額 923

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）

当中間会計期間末（平成18年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

取得原価（千円）
中間貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

ドイチェマネープラス 1,504,714 1,504,843 129

合計 1,504,714 1,504,843 129

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

区分 種類

当中間会計期間末（平成18年９月30日) 前事業年度末（平成18年３月31日）

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）

市場取引以外

の取引

為替予約取引

受取ユーロ・支払円
162,957 178,608 15,651 680,312 714,355 34,043

クーポンスワップ取引

受取ユーロ・支払円
9,891,344 75,809 75,809 9,891,344 45,481 45,481

クーポンスワップ取引

受取米ドル・支払円
4,360,475 △656 △656 4,360,475 △8,445 △8,445

当中間会計期間末 前事業年度末

（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。

（注）　時価の算定方法

同左

(2）金利関連

区分 種類

当中間会計期間末（平成18年９月30日) 前事業年度末（平成18年３月31日）

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）

市場取引以外

の取引

金利スワップ

変動受取・固定支払
340,000 △3,528 △3,528 483,000 △3,294 △3,294

金利キャップ買建 1,000,000 3,138 3,138 1,000,000 8,030 8,030

当中間会計期間末 前事業年度末

（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。

（注）１．時価の算定方法

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）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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。

－ 25 －



（持分法損益等関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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 166,300.44円

１株当たり中間純利益金額 9,973.88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

潜在株式調整後１株当たり中間

純利益金額
 9,929.43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。

　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株当たり中間（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（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。

 
当中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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株当たり中間（当期）純利益金額   

中間（当期）純利益（千円） 178,273 262,695

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
178,273 262,695

期中平均株式数（株） 17,874 17,000

   

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利

益金額
  

中間（当期）純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 80 －

（うち新株予約権） (80) －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり中間（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）。
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（重要な後発事象）

 当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９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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５．生産、受注及び販売の状況
 (1）生産実績

 当社は、生産に該当する事項がないため、生産実績に関する記載はしておりません。

(2）商品仕入実績  

事業部門

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９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)

金額　(千円) 構成比　(％) 金額　(千円) 構成比　(％)

ショップ部門 983,352 42.5 2,298,438 42.9

卸し営業部門 894,618 38.6 2,235,787 41.7

通販サービス部門 437,108 18.9 825,802 15.4

合計 2,315,079 100.0 5,360,028 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

(3）受注状況

　当社は、受注生産を行っておりませんので、受注実績に関する記載はしておりません。

(4）販売実績  

事業部門

当中間会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９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)

金額　(千円) 構成比　(％) 金額　(千円) 構成比　(％)

ショップ部門 1,962,082 48.0 4,340,620 57.4

卸し営業部門 1,239,793 30.3 2,297,308 30.4

通販サービス部門 884,665 21.7 919,849 12.2

合計 4,086,542 100.0 7,557,778 100.0

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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