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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 5,016 ― 96 ― △208 ― △185 ―

20年3月期第2四半期 4,747 16.2 327 21.4 608 91.9 347 94.9

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

21年3月期第2四半期 △7,386.50 ―

20年3月期第2四半期 15,696.78 15,411.99

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

21年3月期第2四半期 11,549 4,944 42.8 196,781.09
20年3月期 11,511 5,178 45.0 206,339.90

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  4,944百万円 20年3月期  5,178百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

当社は定款において期末日を配当基準と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

期末時為替レートにより為替差益又は為替差損となる可能性があり、現段階におきましてはこの為替動向を予想することは困難であるため、平成21年３月期の業績にお
きましては、為替差損益を加味しておりません。また、平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、平成20年10月１日付で、その所有
する株式１株を２株に分割したため、１株当たり当期純利益は、分割後の期中平均発行株式数で算出しております。  

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 10,785 △2.7 336 △61.4 324 △68.7 141 △75.9 2,821.40

4.  その他 
(1) 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  無  

(2) 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（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もの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

１．業績予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。本資料に記載されている業績予想に関する記載
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、実際の実績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第2四半期  25,128株 20年3月期  25,098株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  25,109株 20年3月期第2四半期  22,134株

 



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２四半期会計期間における経済環境は、アメリカ金融市場の混乱が世界経済に波及し、実体経済の減速が懸念

される状況になってまいりました。国内経済におきましても、原油、原材料価格の高騰が企業収益や家計を圧迫する

など、景気の減速懸念は一段と高まっております。 

 当業界におきましても、景気の減速による個人消費者の生活防衛意識の強まりや少子高齢化及び若年層の飲酒離れ

などにより、酒類の消費が下降傾向を示すなど厳しい状況にあります。 

 このような状況の中で、当社は新たなエクスクル－シブとして、「ペトラ」、「ボデガ・チャクラ」、「ドメー

ヌ・デュージェニー」の正規独占代理店となりました。 

①ショップ部門 

 平成20年７月に世界中から厳選したワインを品揃えしたワイン専門店として、日本 大級となるワインショップ・

エノテカ広尾本店をリニューアルオープンいたしました。当第２四半期会計期間におきましても引き続き、既存店売

上も順調に推移した結果、売上高1,141百万円となりました。  

②卸し営業部門 

  本社を中心に、札幌、横浜、名古屋、大阪、福岡、那覇に営業所を配しております。高級ホテル、レストランは景

気減速が広がっており、当社も業績に影響を受け、当第２四半期会計期間におきましては、売上高776百万円となり

ました。 

③通販サービス部門 

 当事業年度に売上計上する国内プリムールの商品出荷は2005年ヴィンテージで当該年間売上は約460百万円として

おり、当第２四半期会計期間において約120百万円売上計上しております。 

  前年同期に対し、プリム－ル販売の増加額約23百万円があったことに加え、ウェブサイト販売等も順調であったこ

とから、当第２四半期会計期間におきましては、売上高329百万円となりました。  

 以上の結果、当第２四半期会計期間におきましては、為替時価評価の影響を受け、売上高2,247百万円、営業損失

50百万円、経常損失847百万円、四半期純損失512百万円となりました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 （資産の部） 

  当第２四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ38百万円増加し、11,549百万円となりました。 

 商品1,116百万円の増加、建物及び構築物62百万円の増加、工具、器具備品36百万円の増加等があった一方、現金及

び預金542百万円の減少、売掛金124百万円の減少、前渡金514百万円の減少等があったことによるものです。 

  

 （負債の部） 

  当第２四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ272百万円増加し、6,604百万円となりました。 

   輸入支払手形65百万円の増加、買掛金291百万円の増加、1年内返済予定の長期借入金201百万円の増加、1年内償

還予定の社債260百万円の増加、設備関係未払金87百万円の増加、為替予約411百万円の増加、長期借入金175百万円

の増加等があった一方、未払法人税等270百万円の減少、前受金327万円の減少、社債640百万円の減少等があったこ

とによるものです。  

  

 （純資産の部） 

  当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ234百万円減少し、4,944百万円となりました。四半期 

 純損失185百万円計上、配当金の支払50百万円があったことによるものです。 

  



３．業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、第２四半期累計期間までの販売費及び一般管理費の増加を十分に吸収するには至

らず、加えて金融危機による急速な個人消費の停滞は、特にエクスクルーシブ商品を中心に影響を大きく与えるもの

と予測されます。 

以上の情勢を踏まえ、平成20年11月７日にお知らせいたしましたとおり、通期の業績予想につきましても、当第２

四半期累計期間同様、当初予想を下回る見込みであるため、前回発表の予想を修正しております。 

なお、平成20年５月14日の決算短信で発表しました通期業績予想との差異は以下の通りです。  

（通期） 

期末時為替レートにより為替差益又は為替差損となる可能性があり、現段階におきましてこの為替動向を予想する

ことは困難であるため、平成21年３月期の業績におきましては、為替差損益を加味しておりません。また、平成20年

９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、平成20年10月１日付で、その所有する株式１株

を２株に分割したため、１株当たり当期純利益は、分割後の期中平均発行株式数で算出しております。 

  

４．その他 

（１）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 

  該当事項はありません。  

  

（２）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 

①当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

 会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規 

 則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更  

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、当

 第１四半期会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

 が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

 下げの方法）により算定しております。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響はありません。  

  

  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 

前回発表予想（Ａ） 11,828 967 954 524 20,878 16 

今回修正予想（Ｂ） 10,785 336 324 141 2,821 40 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,042 △631 △629 △382 －   

増減率（％） △8.8 △65.3 △66.0 △73.0 －   

前期実績 11,082 870 1,034 584 26,205 40 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,085,629 2,627,659

売掛金 836,635 961,140

商品 3,447,258 2,330,404

未着商品 475,321 492,907

貯蔵品 20,460 18,645

前渡金 2,324,811 2,839,546

為替予約 － 52,159

繰延税金資産 167,602 68,824

その他 82,835 117,818

貸倒引当金 △1,730 △1,730

流動資産合計 9,438,825 9,507,376

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 949,321 887,097

工具、器具及び備品（純額） 101,888 65,395

土地 754,353 754,353

建設仮勘定 6,520 1,840

有形固定資産合計 1,812,084 1,708,686

無形固定資産 5,652 6,060

投資その他の資産   

敷金及び保証金 160,851 154,282

繰延税金資産 102,006 91,087

その他 30,043 43,782

投資その他の資産合計 292,901 289,152

固定資産合計 2,110,638 2,003,899

資産合計 11,549,463 11,511,276



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

輸入支払手形 111,989 46,214

買掛金 1,066,142 774,394

1年内返済予定の長期借入金 833,270 631,410

1年内償還予定の社債 810,000 550,000

未払金 139,468 189,853

設備関係未払金 146,252 58,413

割賦未払金 4,338 6,971

未払費用 82,129 72,560

未払法人税等 16,288 286,857

前受金 456,250 784,164

為替予約 411,832 －

賞与引当金 86,589 75,346

ポイント引当金 23,528 23,921

その他 29,204 6,934

流動負債合計 4,217,284 3,507,042

固定負債   

社債 220,000 860,000

長期借入金 1,887,300 1,712,100

退職給付引当金 107,336 91,605

役員退職慰労引当金 142,192 131,090

その他 30,635 30,719

固定負債合計 2,387,463 2,825,514

負債合計 6,604,748 6,332,557

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,645,293 1,644,463

資本剰余金 1,635,293 1,634,463

利益剰余金 1,664,128 1,899,791

株主資本合計 4,944,715 5,178,718

純資産合計 4,944,715 5,178,718

負債純資産合計 11,549,463 11,511,276



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,016,871

売上原価 3,038,982

売上総利益 1,977,888

販売費及び一般管理費 1,881,770

営業利益 96,118

営業外収益  

受取利息 3,895

受取家賃 10,717

その他 2,334

営業外収益合計 16,947

営業外費用  

支払利息 24,050

社債利息 7,812

為替差損 285,628

その他 4,278

営業外費用合計 321,769

経常損失（△） △208,703

特別損失  

固定資産除却損 76,280

特別損失合計 76,280

税引前四半期純損失（△） △284,983

法人税、住民税及び事業税 10,180

法人税等調整額 △109,696

法人税等合計 △99,516

四半期純損失（△） △185,467



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,247,144

売上原価 1,353,112

売上総利益 894,032

販売費及び一般管理費 944,681

営業損失（△） △50,648

営業外収益  

受取利息 3,338

受取家賃 5,358

その他 684

営業外収益合計 9,381

営業外費用  

支払利息 12,096

社債利息 3,709

為替差損 788,884

その他 1,942

営業外費用合計 806,632

経常損失（△） △847,899

特別損失  

固定資産除却損 3,277

特別損失合計 3,277

税引前四半期純損失（△） △851,176

法人税、住民税及び事業税 △254,332

法人税等調整額 △84,020

法人税等合計 △338,353

四半期純損失（△） △512,823



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △284,983

減価償却費 65,640

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,731

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,102

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,242

ポイント引当金の増減額（△は減少） △392

受取利息 △3,895

支払利息 24,050

為替差損益（△は益） 5,233

社債利息 7,812

固定資産除却損 76,280

デリバティブ評価損益（△は益） △595

売上債権の増減額（△は増加） △203,409

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,101,082

仕入債務の増減額（△は減少） 1,336,250

未払金の増減額（△は減少） △51,042

未払費用の増減額（△は減少） 9,716

未収消費税等の増減額（△は増加） △29,909

その他 85,716

小計 △26,535

利息の受取額 3,895

利息の支払額 △31,458

法人税等の支払額 △275,213

営業活動によるキャッシュ・フロー △329,311

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 △467,492

定期預金の払戻による収入 412,824

有形固定資産の取得による支出 △139,443

敷金及び保証金の差入による支出 △7,429

敷金及び保証金の回収による収入 859

預り保証金の受入による収入 1,000

その他 △4,100

投資活動によるキャッシュ・フロー △203,780

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △322,940

社債の償還による支出 △380,000

割賦債務の返済による支出 △3,717

株式の発行による収入 1,660

配当金の支払額 △49,538

その他 △3,835

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,371

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,233

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △596,696

現金及び現金同等物の期首残高 2,203,034

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,606,337



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        4,747,893  100.0

Ⅱ 売上原価        2,896,216  61.0

売上総利益        1,851,677  39.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,524,608  32.1

営業利益        327,069  6.9

Ⅳ 営業外収益        319,192  6.7

Ⅴ 営業外費用        37,440  0.8

経常利益        608,821  12.8

税引前中間純利益        608,821  12.8

法人税、住民税及び事業
税  269,590            

法人税等調整額 △8,201  261,389  5.5

中間純利益        347,432  7.3

        



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間会計期間

（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純利益  608,821

減価償却費  32,976

退職給付引当金の増減額（△は減少）  13,721

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  10,369

賞与引当金の増減額（△は減少）   7,917

貸倒引当金の増減額（△は減少）   367

ポイント引当金の増減額（△は減少） △10,865

受取利息  △3,333

支払利息       23,701

為替差損益（△は益）  △4,112

社債利息   8,370

支払保証料   5,249

デリバティブ評価損益（△は益）  △465

売上債権の増減額（△は増加）  △74,206

たな卸資産の増減額（△は増加）  △599,567

仕入債務の増減額（△は減少）   456,913

未払金の増減額（△は減少）   4,511

未収消費税等の増減額（△は増加）  △30,647

未払消費税等の増減額（△は減少）  △46,842

その他  56,981

小計  459,858

利息の受取額   3,603

利息の支払額  △31,297

法人税等の支払額 △268,152

営業活動によるキャッシュ・フロー  164,011



  
前中間会計期間

（自 平成19年4月１日 
至 平成19年9月30日） 

区分 金額（百万円）

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 △370,824

定期預金の払戻による収入   442,696

有形固定資産の取得による支出  △245,051

無形固定資産の取得による支出  △375

敷金及び保証金の差入による支出      △4,761

敷金及び保証金の回収による収入           374

敷金の返還による支出      △20,919

その他   6,248

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,614

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入による収入       1,000,000

長期借入金の返済による支出      △770,565

社債の償還による支出      △80,000

割賦債務の返済による支出      △12,999

株式の発行による収入   6,475

その他  △5,460

財務活動によるキャッシュ・フロー  137,449

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  4,112

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  112,958

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,088,543

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,201,502
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