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１．平成20年３月期第１四半期の業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 2,369 0.6 171 △29.6 297 6.3 168 13.2

19年３月期第１四半期 2,354 － 243 － 279 － 149 －

19年３月期 9,180 21.5 686 75.0 775 36.3 437 66.7

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 7,654 41 7,588 06

19年３月期第１四半期 8,778 15 － －

19年３月期 21,965 82 21,368 67

(2）財政状態  

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

20年３月期第１四半期 10,455 4,093 39.2 184,449 47

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

19年３月期 10,792 3,918 36.3 178,029 66

(3）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

20年３月期第１四半期 47 △107 △741 1,282

19年３月期第１四半期 377 276 221 1,886

19年３月期 △158 10 1,226 2,088

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 年間

 円 銭

19年３月期 － －

20年３月期 － －

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 4,321 5.8 161 △40.1 134 △57.7 77 △56.7 3,498 41

通期 10,525 14.7 815 18.8 772 △0.4 441 0.9 20,036 35
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４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

現時点におきまして平成19年５月14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。

業績予想につきましては、作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期におけるわが国の経済は、原油価格の高騰による経済への影響不安に対し、円安ユーロ高・ドル高によ

る企業収益は依然拡大傾向にあり、個人消費は底堅く推移しており緩やかながらも景気上昇基調と見られます。

　当酒類業界におきましては、市場全体に対して少子高齢化の影響から消費量の縮小傾向が続いており、企業間の販売

競争は増しているという環境にあります。

　このような状況の中、当社は、新たなエクスクルーシブも獲得し、またシャンパンを含むスパークリングワインの需

要も好調に推移、お客様の嗜好ニーズ等々に的確に対応しており、ショップ部門・卸し営業部門・通販サービス部門と

も売上高等堅調に推移しております。

　ショップ部門は、４月にレ・カーヴ・タイユヴァン新宿髙島屋店をオープンしておりますが、既存店売上も依然順調

に推移しており、売上高1,188百万円、営業利益51百万円となっております。

　卸し営業部門は、６月横浜営業所の開設を行い国内７営業所体制となっており、引き続き、売上高を含めホテル・レ

ストランとの取引は拡大傾向にあり、百貨店、高級スーパー等の取引も好調に推移し、売上高811百万円、営業利益60

百万円となっております。

　通販サービス部門におきましては、国内プリムール先行販売による売上は当該部門で計上し、且つ、売上計上額は２

年前に確定しており、該当商品を出荷することにより売上計上を行うこととしております。

　前事業年度における国内プリムール先行販売商品は、2003年ヴィンテージが該当し、売上計上額は約600百万円となっ

ておりましたが、当事業年度は、2004年ヴィンテージ約270百万円が売上計上予定額となっております。

　前事業年度第１四半期における国内プリムール先行販売の売上計上額は約600百万円のうち、474百万円を計上してお

りました。

　前述のとおり、当事業年度国内プリムール先行販売商品出荷による売上計上は約270百万円となっており、その内、

当事業年度第１四半期の売上は149百万円を計上しましたが、前事業年度第１四半期対比325百万円が減収となることは、

出荷基準並びに先行販売額確定時に周知しており、当事業年度はこれを踏まえ売上計画を策定しております。

　その中で、国内プリムール先行販売による前事業年度第１四半期対比売上325百万円の減収及び営業利益102百万円の

減益があったものの、前事業年度から注力しております月刊通販カタログによる顧客拡大策は順調に進捗し、且つ、自

社ウェブサイトによるネット通販売上も拡大していることから、通販サービス部門の売上等は順調に推移し、売上高

369百万円、営業利益59百万円となっております。

　その結果、当第１四半期（平成19年４月～平成19年６月）における売上高は2,369百万円、営業利益171百万円、経常

利益297百万円となり、第１四半期純利益は168百万円となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

「財政状態」

当第１四半期における総資産は10,455百万円となり、前事業年度末に比べ911百万円減少しました。

　要因につきましては、主に借入金の返済による現金及び預金の減少並びに前渡金等が減少したためであります。

負債につきましては、主に長期借入金の減少等により、前事業年度末に比べ511百万円減少し、6,361百万円となりま

した。

純資産につきましては、前事業年度末に比べ175百万円増加し、4,093百万円となりました。

「キャッシュ・フローの状況」

当第１四半期における現金及び現金同等物は、前事業年度末より805百万円減少し、1,282百万円となりました。

当第１四半期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。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フローは、47百万円の収入（前年同期は377百万円の収入）となりました。

　これは主に、売上債権の増加額195百万円（前年同期は492百万円増加）となった一方で、棚卸資産の増加額413百

万円（前年同期は560百万円減少）及び仕入債務の増加額694百万円（前年同期は212百万円増加）などとなり、また

法人税等の支払額による支出271百万円（前年同期は171百万円の支出）があったことによるものです。

②投資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・フローは、107百万円の支出（前年同期は276百万円の収入）となりました。

　これは主に、定期預金の払戻による収入128百万円（前年同期は380百万円の収入）があった一方で、有形固定資産

の取得による支出188百万円（前年同期は69百万円の支出）があったことによるものです。

③財務活動によるキャシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フローは、741百万円の支出（前年同期は221百万円の収入）となりました。

　これは主に、長期借入金の返済による支出657百万円（前年同期は212百万円の支出）があったことによるものです。
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３．業績予想に関する定性的情報

 （百万円未満切捨）

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

通期 10,525 815 772 441 20,036 35

平成19年５月14日発表の通期業績予想に変更はありません。

（注）業績予想につきましては、作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、多分に不確定な

要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる可能性があります。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期

会計期間末

（平成18年６月30日）

当第１四半期

会計期間末

（平成19年６月30日）

前事業年度の

要約貸借対照表

（平成19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

（％）
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  1,617,486  2,529,040  

２．売掛金  676,828  938,822  858,729  

３．たな卸資産  1,717,457  2,870,143  2,456,456  

４．前渡金  1,964,625  2,739,115  2,953,938  

５．為替予約資産  70,218  249,284  143,472  

６．繰延税金資産  53,130  71,948  64,434  

７．その他  47,881  49,322  82,169  

貸倒引当金  △1,421  △1,689  △1,545  

流動資産合計  6,777,430 81.4 8,534,434 81.6 9,086,695 84.2

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産 ※1,2       

(1）建物  461,967  889,201  428,250  

(2）器具及び備品  43,643  41,051  39,659  

(3）土地  714,144  714,144  714,144  

(4）建設仮勘定  58,215  －  245,308  

有形固定資産合計  1,277,971  1,644,396  1,427,362  

２．無形固定資産  7,026  6,285  6,470  

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  1,096  －  －  

(2）敷金・保証金 ※２ 160,916  164,070  161,164  

(3）繰延税金資産  64,478  78,338  72,394  

(4）その他  34,612  28,101  37,959  

投資その他の資産合

計
 261,104  270,510  271,518  

固定資産合計  1,546,102 18.6 1,921,192 18.4 1,705,352 15.8

資産合計  8,323,533 100.0 10,455,626 100.0 10,792,048 100.0
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前第１四半期

会計期間末

（平成18年６月30日）

当第１四半期

会計期間末

（平成19年６月30日）

前事業年度の

要約貸借対照表

（平成19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

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．輸入支払手形  －  164,014  －  

２．買掛金  560,539  1,351,340  848,089  

３．一年以内返済予定長期

借入金
※２ 616,718  457,570  497,570  

４．一年以内償還予定社債  160,000  160,000  160,000  

５．未払金  107,135  230,015  459,620  

６．未払法人税等  153,593  147,899  279,073  

７．前受金  455,466  693,004  811,374  

８．賞与引当金  73,905  95,222  57,028  

９．ポイント引当金  23,172  40,311  36,907  

10．その他 ※３ 141,734  156,611  152,782  

流動負債合計  2,292,265 27.5 3,495,989 33.4 3,302,445 30.6

Ⅱ　固定負債        

１．社債  1,490,000  1,330,000  1,410,000  

２．長期借入金 ※２ 2,280,485  1,290,040  1,907,135  

３．退職給付引当金  61,783  76,108  66,590  

４．役員退職慰労引当金  95,517  115,254  110,164  

５．その他  92,743  54,378  77,280  

固定負債合計  4,020,529 48.3 2,865,780 27.4 3,571,169 33.1

負債合計  6,312,794 75.8 6,361,770 60.8 6,873,615 63.7
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前第１四半期

会計期間末

（平成18年６月30日）

当第１四半期

会計期間末

（平成19年６月30日）

前事業年度の

要約貸借対照表

（平成19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

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  497,000 6.0 1,309,787 12.5 1,306,550 12.1

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  487,000  1,299,787  1,296,550  

資本剰余金合計  487,000 5.9 1,299,787 12.4 1,296,550 12.0

３．利益剰余金        

(1）その他利益剰余金        

別途積立金  300,000  300,000  300,000  

繰越利益剰余金  726,738  1,184,280  1,015,332  

利益剰余金合計  1,026,738 12.3 1,484,280 14.2 1,315,332 12.2

株主資本合計  2,010,738 24.2 4,093,855 39.2 3,918,432 36.3

純資産合計  2,010,738 24.2 4,093,855 39.2 3,918,432 36.3

負債純資産合計  8,323,533 100.0 10,455,626 100.0 10,792,048 100.0
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(2）四半期損益計算書

  

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度の

要約損益計算書

（自　平成18年４月１日

至　平成19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

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

Ⅰ　売上高  2,354,639 100.0 2,369,318 100.0 9,180,862 100.0

Ⅱ　売上原価  1,482,744 63.0 1,454,895 61.4 5,762,464 62.8

売上総利益  871,894 37.0 914,423 38.6 3,418,397 37.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１ 628,135 26.6 742,756 31.4 2,732,009 29.7

営業利益  243,759 10.4 171,666 7.2 686,388 7.5

Ⅳ　営業外収益 ※２ 58,176 2.5 146,452 6.2 194,168 2.1

Ⅴ　営業外費用 ※３ 22,311 1.0 20,772 0.9 105,345 1.2

経常利益  279,624 11.9 297,346 12.5 775,211 8.4

Ⅵ　特別利益 ※４ － － － － 432 0.0

Ⅶ　特別損失 ※５ － － － － 1,096 0.0

税引前第１四半期

（当期）純利益
 279,624 11.9 297,346 12.5 774,547 8.4

法人税、住民税及び

事業税
 146,791 6.3 141,856 6.0 372,339 4.0

法人税等調整額  △16,395 △0.7 △13,458 △0.6 △35,615 △0.4

第１四半期（当期）

純利益
 149,228 6.3 168,948 7.1 437,822 4.8

        

エノテカ㈱（3049）平成 20 年３月期 第１四半期財務･業績の概況（非連結）

－ 8 －



(3）四半期株主資本等変動計算書

前第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

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 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

（千円）
    149,228 149,228 149,228 149,228

平成18年６月30日　残高（千円） 497,000 487,000 487,000 300,000 726,738 1,026,738 2,010,738 2,010,738

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高（千円） 1,306,550 1,296,550 1,296,550 300,000 1,015,332 1,315,332 3,918,432 3,918,432

第１四半期会計期間中の変動額  

　新株の発行 3,237 3,237 3,237    6,475 6,475

第１四半期純利益     168,948 168,948 168,948 168,948

第１四半期会計期間中の変動額合計

（千円）
3,237 3,237 3,237  168,948 168,948 175,423 175,423

平成19年６月30日　残高（千円） 1,309,787 1,299,787 1,299,787 300,000 1,184,280 1,484,280 4,093,855 4,093,855

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高（千円） 497,000 487,000 487,000 300,000 577,510 877,510 1,861,510 1,861,510

事業年度中の変動額  

　新株の発行 809,550 809,550 809,550    1,619,100 1,619,100

当期純利益     437,822 437,822 437,822 437,822

事業年度中の変動額合計（千円） 809,550 809,550 809,550  437,822 437,822 2,056,922 2,056,922

平成19年３月31日　残高（千円） 1,306,550 1,296,550 1,296,550 300,000 1,015,332 1,315,332 3,918,432 3,918,432
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  

 前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19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18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 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
 279,624 297,346 774,547

減価償却費  14,926 14,574 61,213

退職給付引当金の増加額  6,802 9,517 11,306

役員退職慰労引当金の増加

額
 5,091 5,090 19,737

賞与引当金の増加額  31,621 38,194 14,384

貸倒引当金の増加額  11 144 135

ポイント引当金の増加額  4,137 3,403 17,872

受取利息及び受取配当金  △185 △948 △2,889

支払利息  15,022 13,871 61,509

為替差損（△益）  △27,632 4,788 △341

社債利息  3,437 4,155 15,237

株式交付費  － － 12,636

支払保証料  2,911 2,718 11,551

投資有価証券売却益  － － △432

投資有価証券評価損  － － 1,096

デリバティブ評価損

（△益）
 935 △1,134 4,394

売上債権の増加額  △492,746 △195,699 △318,740

棚卸資産の減少額

（△増加額）
 560,581 △413,686 △178,417

仕入債務の増加額

（△減少額）
 212,122 694,291 △388,565

未払金の増加額

（△減少額）
 △115,019 △147,619 36,162

未払消費税等の増加額

（△減少額）
 49,367 △43,752 53,193

その他資産負債の増減額  14,174 48,935 △14,385

小計  565,183 334,193 191,206

利息及び配当金の受取額  185 343 2,158

利息の支払額  △15,698 △15,358 △74,657

法人税等の支払額  △171,900 △271,233 △277,133

営業活動による

キャッシュ・フロー
 377,769 47,944 △158,426
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 前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19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18年４月１日

至　平成19年３月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 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 △22,264 △402,904

定期預金の払戻による収入  380,630 128,000 679,515

有形固定資産の取得による

支出
 △69,710 △188,626 △253,480

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
 － － 1,505,146

敷金及び保証金の差入によ

る支出
 － △50 △1,379

敷金及び保証金の返還によ

る収入
 － － 1,132

敷金の返還による支出  － △23,774 －

その他  △8,683 △1,050 △12,898

投資活動による

キャッシュ・フロー
 276,597 △107,764 10,416

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 － 450,000

長期借入金の返済による支

出
 △212,432 △657,095 △704,930

社債の償還による支出  － △80,000 △80,000

割賦債務の返済による支出  △11,553 △6,648 △33,448

株式の発行による収入  － 6,475 1,606,463

その他  △4,393 △3,940 △11,819

財務活動による

キャッシュ・フロー
 221,620 △741,208 1,226,264

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算

差額
 660 △4,788 341

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額

（△減少額）
 876,647 △805,817 1,078,596

Ⅵ　現金及び現金同等物期首残高  1,009,947 2,088,543 1,009,947

Ⅶ　現金及び現金同等物第１四半

期末（期末）残高
※１ 1,886,595 1,282,726 2,088,543
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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

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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

同左

(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

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

(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

(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

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

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

(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

同左

(2）無形固定資産

同左

 (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）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

(1）貸倒引当金

同左
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項目

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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

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

同左

(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

同左

(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

同左

(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。

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。

同左 　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 同左
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項目

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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

(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

(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

(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

(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 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

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

前第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）

当第１四半期会計期間 

 （自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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。

―――――― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準）

　当事業年度より、「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

3,918,432千円であります。 

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業

年度における貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の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

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末

（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年６月30日）

前事業年度末

（平成19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 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

269,027千円 316,875千円 305,595千円

※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。

※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。

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

建物 508,998千円

土地 714,144

合計 1,223,142

建物 200,968千円

土地 714,144

　合計 915,112

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。 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

30,000千円

長期借入金 390,000

合計 420,000

一年以内返済予定長期

借入金

69,000千円

長期借入金 901,125

　合計 970,125

※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。

 

※３　消費税等の取扱い

同左

※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、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）

前第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）

当第１四半期会計期間 

 （自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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。

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は

86.4％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は13.6％であります。

 

※１　販売費に属する費用のおおよその割合は

85.0％、一般管理費に属する費用のおお

よその割合は15.0％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

給与手当 182,918千円

賞与引当金繰入額 38,194

役員退職慰労引当金

繰入額

5,090

退職給付費用 10,714

貸倒引当金繰入額 144

地代家賃 121,762

運賃 48,001

支払手数料 35,877

減価償却費 14,574

給与手当 619,996千円

賞与引当金繰入額 57,028

役員退職慰労引当金

繰入額

19,737

退職給付費用 16,954

貸倒引当金繰入額 135

地代家賃 495,285

運賃 171,800

支払手数料 156,855

減価償却費 61,213

※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 ※２　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 185千円

為替差益 27,632

家賃収入 12,566

受取手数料 14,217

受取利息 948千円

為替差益 134,239

家賃収入 7,607

受取手数料 1,421

受取利息 2,889千円

為替差益 113,593

家賃収入 47,700

受取手数料 21,328

※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 ※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

支払利息 13,871千円

社債利息 4,155

支払保証料 2,718

支払利息 61,509千円

社債利息 15,237

支払保証料 11,551

株式交付費 12,636

デリバティブ評価損 4,394

―――――― ――――――  ※４　特別利益のうち主要なもの

投資有価証券売却益 432千円

―――――― ―――――― ※５　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

６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額 ６　減価償却実施額

有形固定資産 12,087千円

無形固定資産 185

有形固定資産 11,433千円

無形固定資産 185

有形固定資産 49,094千円

無形固定資産 741
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第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１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数（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） 
当第１四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度
末

当第１四半
期会計期間
増加

当第１四半
期会計期間
減少

当第１四半
期会計期間
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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当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19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１四半期会計期
間増加株式数（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数（株）

当第１四半期会計期
間末株式数（株）

発行済株式

普通株式（注） 22,010 185 － 22,195

合計 22,010 185 － 22,195

 （注）　普通株式の株式数の増加185株は、新株予約権の権利行使による新株の発行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） 
当第１四半
期会計期間
末残高
（千円）

前事業年度
末

当第１四半
期会計期間
増加

当第１四半
期会計期間
減少

当第１四半
期会計期間
末

平成16年第１回新株予約権

（注）1
普通株式 940 － 185 755 －

平成18年第２回新株予約権

（注）2
普通株式 145 － － 145 －

合計 － 1,085 － 185 900 －

　（注）1．平成16年第１回新株予約権の当第１四半期会計期間の減少は、新株予約権の権利行使による新株の発行に

よる減少であります。

2．平成18年第２回新株予約権については、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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前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31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（注） 17,000 5,010 － 22,010

合計 17,000 5,010 － 22,010

 （注）普通株式の株式数の増加5,010株は、公募増資による増加5,000株、新株予約権の権利行使による新株の発行による

増加10株であります。

 

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） 
当事業年度
末残高
（千円）

前事業年度
末

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度
末

平成16年第１回新株予約権

（注）1、2
普通株式 960 － 20 940 －

平成18年第２回新株予約権

（注）3、4
普通株式 155 － 10 145 －

合計 － 1,115 － 30 1,085 －

　（注）1．平成16年第１回新株予約権については、当事業年度中に、新株予約権を行使することができる期間が到来し

ております。

2．平成16年第１回新株予約権の当事業年度減少20株は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の

数10株、新株予約権の権利行使による新株の発行による減少10株であります。

3．平成18年第２回新株予約権については、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．平成18年第２回新株予約権の当事業年度減少10株は、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の

数であります。

４．配当に関する事項

該当事項はありません。

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の第１四半期末残高

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第１四半期末残高

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） （平成19年６月30日現在） （平成19年３月31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

 （千円）

現金及び預金勘定 1,617,486

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△334,760

現金及び現金同等物 1,282,726

 （千円）

現金及び預金勘定 2,529,040

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△440,496

現金及び現金同等物 2,088,543
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（リース取引関係）

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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

計額相当額及び第１四半期末残高相当額

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

計額相当額及び第１四半期末残高相当額

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）

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）

第１四半

期末残高

相当額

（千円）

器具及び

備品
179,989 67,645 112,343

合計 179,989 67,645 112,343

 

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
183,611 84,802 98,809

合計 183,611 84,802 98,809

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 33,155千円

１年超 80,688

合計 113,843

１年内 29,767千円

１年超 70,435

合計 100,202

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、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 9,326千円

減価償却費相当額 8,734

支払利息相当額 693

支払リース料 31,234千円

減価償却費相当額 28,487

支払利息相当額 1,761

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

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

５．利息相当額の算定方法

同左

（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末（平成18年６月30日現在）

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

当第１四半期会計期間末（平成19年６月30日現在）

該当事項はありません。

前事業年度末（平成19年３月31日現在）

１．当事業年度中に売却したその他有価証券（自 平成18年４月１日　至 平成19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）

1,505,146 432 －
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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

対象物の種類 取引の種類

前第１四半期会計期間末

（平成18年６月30日）

当第１四半期会計期間末

（平成19年６月30日）

前事業年度末

（平成19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）

契約額等

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

通貨

為替予約取引

受取ユーロ・支払円
346,013 369,730 23,717 854,374 932,088 77,714 1,212,274 1,246,678 34,403

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 14,463,344 155,031 155,031 14,463,344 105,240 105,240

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 16,539 16,539 4,360,475 3,828 3,828

金利（注）

金利スワップ

変動受取・固定支払
413,300 △2,849 △2,849 280,000 △1,388 △1,388 300,000 △2,284 △2,284

金利キャップ買建 1,000,000 6,649 6,649 1,000,000 2,863 2,863 1,000,000 2,625 2,625

（注）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。

（ストック・オプション等関係）

前第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。

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。

（持分法損益等関係）

前第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。

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19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）

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19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 184,449.47円

１株当たり第１四半期純利益

金額
7,654.41円

１株当たり純資産額 178,029.66円

１株当たり当期純利益金額 21,965.82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。

潜在株式調整後１株当たり

第１四半期純利益金額
7,588.06円

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
21,368.67円

　（注）　１株当たり第１四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり第１四半期（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。

 

前第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）

当第１四半期会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年６月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１株当たり第１四半期（当期）純利益金額    

第１四半期（当期）純利益（千円） 149,228 168,948 437,822

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）
149,228 168,948 437,822

期中平均株式数（株） 17,000 22,072 19,932

    

潜在株式調整後１株当たり第１四半期

（当期）純利益金額
   

第１四半期（当期）純利益調整額

（千円）
－ － －

普通株式増加数（株） － 193 557

（うち新株予約権） （－） (193) （557）

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

223個）

――――― ―――――
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（重要な後発事象）

前第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。

当第１四半期会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

該当事項はありません。

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

該当事項はありません。
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