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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 8,375 ― 475 ― △965 ― △1,209 ―
20年3月期第3四半期 8,729 21.2 817 32.8 1,291 99.9 743 101.9

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3四半期 △24,081.22 ―
20年3月期第3四半期 33,557.09 32,702.48

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3四半期 11,640 3,920 33.7 78,011.28
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3四半期  3,920百万円 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  有   

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） ――― ――― ――― 1,000.00 1,000.00

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  

各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。  

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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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

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） 21年3月期第3四半期  50,256株 20年3月期  25,098株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―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3四半期  50,232株 20年3月期第3四半期  22,156株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成21年２月12日付で、「平成21年３月期（第21期）配当予想の修正に関するお知らせ」を公表しております。 
２．本資料に掲載されている業績予想につきましては、本資料提出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ますが、実際の業績は今後の様々な要
因により予想値と異なる可能性があります。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。 
３．当社は平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対して、平成20年10月１日付で、その所有する株式１株を２株に分割致し
ました。 
４．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製しております。  



（ご参考事項） 

   当社が取扱う商品の約99％は海外から直接輸入しており、輸入決済（ユーロが約80％・ＵＳドルが約20％）に係る

為替変動リスクを回避するため、長期為替予約（クーポンスワップ）を利用して為替リスクのヘッジを継続的に行っ

ております。 

   為替予約のメリットは、あらかじめ約定日に定めた為替レートで支払金額を円で確定させることができます。ま

た、長期為替予約（クーポンスワップ）には、約定日の実際の為替レートに比べ、有利なレートで外貨を購入するこ

とができます。 

   一方、為替予約のデメリットは、約定後の為替変動により、約定日に確定した為替レートが実際のレートよりも不

利な場合には、外貨使用時点において、損失を計上することとなります。 

   長期為替予約（クーポンスワップ）の契約残高は、金融商品会計基準に基づき、四半期末日・期末日毎に当日の為

替レートにより時価評価額を算出し、その時価評価額と前期末日の時価評価額との差額を営業外損益に計上すること

になっております。 

   為替予約残高の時価とは、為替予約の残存期間の利息、金利、手数料等を加味し、その金融商品を解約又は一括売

却するときに受取ることができると予想される現金価格の現在価値であるとされています。つまり、その時点で解約

又は一括売却することを想定したものが時価評価額となります。 

   ただし、当社は、解約又は一括売却することは現段階では考えておりません。 

   長期為替予約（クーポンスワップ）の時価評価損益は、各期末日以降の契約残高を会計基準により、時価評価を行

うことは上述のとおりですが、時価評価損益としての金銭の動きはないため、評価時点におきましては、キャッシ

ュ・フローへの影響はありません。 

   また、当期末日まで現在の為替相場で推移いたしますと、長期為替予約（クーポンスワップ） による時価評価は損

失となることにより、営業外費用は増加いたしますが、一方仕入原価は円高を受けて低減傾向となるため、売上総利

益及び営業利益についてはメリットを享受することになります。 

  

   当四半期累計期間の損益計算書を、為替時価評価による為替差損を除外した場合をご参考までに表記します。 

  

                       （単位：百万円） 

 売上高                 8,375 

 売上総利益                 3,391 

 営業利益                   475 

 経常利益                   524 

 税引前四半期純利益                   448 



 当第３四半期会計期間における我が国の経済は、世界的な信用収縮・金融不安が加速し、株価の大幅下落、企業の

業績悪化懸念、急激な円高などによって、景気後退局面を迎えております。 

 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、依然厳しい状況にあります。 

 このような状況の中で、卸し営業の新たな拠点として、10月に京都に営業所を設置しました。11月には当社にとっ

て初の海外拠点となる香港店を設置し、店舗運営を開始いたしました。 

 売上高は3,358百万円、営業利益は379百万円となりました。この主な要因は、ユーロ安等により原価率は改善され

ましたが、売上高の減少と販売費及び一般管理費において、正社員増加に伴う人件費等の増加が影響したことにより

ます。 

  経常損益は、756百万円の損失となりました。 

 この主な要因は、営業外費用が、通貨スワップ契約残高の評価差額の洗替えによる差額1,025百万円等により1,141

百万円となったことによります。当該通貨スワップは、契約残高の時価であり、現在の為替水準では多額の評価損を

計上することになりますが、時価評価時点においては、実現した損益ではなく、キャッシュ・フローへの影響はござ

いません。 

 四半期純損益は、1,024万円の損失となりました。 

  

 （資産の部） 

 当第３四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ129百万円増加し、11,640百万円となりました。 

売掛金765百万円及び商品1,097百万円の増加等があった一方、現金及び預金950百万円の減少、未着品234百万円の

減少等があったことによるものです。 

  

 （負債の部） 

 当第３四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ1,387百万円増加し、7,720百万円となりました。 

1年内返済予定の長期借入金228百万円の増加、1年内償還予定の社債180百万円の増加、為替予約1,437百万円の 

増加、長期借入金542百万円の増加等があった一方、前受金388百万円の減少、社債680百万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３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ1,258百万円減少し、3,920百万円となりました。四半

期純損失1,209百万円計上、配当金の支払50百万円があったことによるものです。 

  

  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月７日に公表しました業績予想に変更はございません。な

お、当該業績予想は、現段階において為替動向を予想することは困難であるため、為替差損益を加味しておりませ

ん。   

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 



  

  該当事項はありません。  

  

  

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 

（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、経常損失及び税引前四半期純損失に与える影響はありません。 

  



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,676,834 2,627,659

売掛金 1,727,112 961,140

商品 3,428,053 2,330,404

未着商品 258,072 492,907

貯蔵品 22,422 18,645

前渡金 2,182,960 2,839,546

為替予約 － 52,159

繰延税金資産 6,665 68,824

未収還付法人税等 220,466 －

その他 49,005 117,818

貸倒引当金 △1,730 △1,730

流動資産合計 9,569,863 9,507,376

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 963,994 887,097

工具、器具及び備品（純額） 107,647 65,395

土地 754,353 754,353

建設仮勘定 198 1,840

有形固定資産合計 1,826,193 1,708,686

無形固定資産 21,497 6,060

投資その他の資産   

敷金及び保証金 195,626 154,282

繰延税金資産 473 91,087

その他 27,212 43,782

投資その他の資産合計 223,312 289,152

固定資産合計 2,071,003 2,003,899

資産合計 11,640,867 11,511,276



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 68,044 46,214

買掛金 892,983 774,394

1年内返済予定の長期借入金 859,600 631,410

1年内償還予定の社債 730,000 550,000

未払金 300,648 189,853

設備関係未払金 122,431 58,413

割賦未払金 2,711 6,971

未払費用 87,116 72,560

未払法人税等 － 286,857

前受金 395,851 784,164

為替予約 1,437,779 －

賞与引当金 29,376 75,346

ポイント引当金 23,558 23,921

その他 43,317 6,934

流動負債合計 4,993,419 3,507,042

固定負債   

社債 180,000 860,000

長期借入金 2,254,900 1,712,100

退職給付引当金 113,362 91,605

役員退職慰労引当金 148,015 131,090

その他 30,635 30,719

固定負債合計 2,726,913 2,825,514

負債合計 7,720,332 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 639,947 1,899,791

株主資本合計 3,920,534 5,178,718

純資産合計 3,920,534 5,178,718

負債純資産合計 11,640,867 11,511,276



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,375,384

売上原価 4,983,806

売上総利益 3,391,578

販売費及び一般管理費 2,916,404

営業利益 475,173

営業外収益  

受取利息 4,063

受取家賃 16,076

その他 2,737

営業外収益合計 22,877

営業外費用  

支払利息 39,411

社債利息 11,106

為替差損 1,406,469

その他 6,284

営業外費用合計 1,463,271

経常損失（△） △965,220

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（△） △1,041,501

法人税、住民税及び事業税 15,373

法人税等調整額 152,773

法人税等合計 168,146

四半期純損失（△） △1,209,648



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 3,358,513

売上原価 1,944,824

売上総利益 1,413,689

販売費及び一般管理費 1,034,634

営業利益 379,055

営業外収益  

受取利息 167

受取家賃 5,358

その他 490

営業外収益合計 6,017

営業外費用  

支払利息 15,361

社債利息 3,294

為替差損 1,120,841

その他 2,093

営業外費用合計 1,141,589

経常損失（△） △756,517

税引前四半期純損失（△） △756,517

法人税、住民税及び事業税 5,192

法人税等調整額 262,470

法人税等合計 267,663

四半期純損失（△） △1,024,180



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △1,041,501

減価償却費 101,124

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,757

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,925

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,969

ポイント引当金の増減額（△は減少） △362

受取利息 △4,063

支払利息 39,411

為替差損益（△は益） 13,474

社債利息 11,106

固定資産除却損 76,280

デリバティブ評価損益（△は益） △508

売上債権の増減額（△は増加） △1,154,285

たな卸資産の増減額（△は増加） △866,591

仕入債務の増減額（△は減少） 2,286,943

未払金の増減額（△は減少） 97,747

未払費用の増減額（△は減少） 15,156

未収消費税等の増減額（△は増加） 4,500

その他 105,940

小計 △322,911

利息の受取額 4,063

利息の支払額 △49,050

法人税等の支払額 △522,697

営業活動によるキャッシュ・フロー △890,595

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 △497,692

定期預金の払戻による収入 424,824

有形固定資産の取得による支出 △209,847

無形固定資産の取得による支出 △3,690

敷金及び保証金の差入による支出 △42,207

敷金及び保証金の回収による収入 863

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 △330,848

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 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △529,010

社債の償還による支出 △500,000

割賦債務の返済による支出 △5,344

株式の発行による収入 1,660

配当金の支払額 △49,586

その他 △6,491

財務活動によるキャッシュ・フロー 211,226

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,023,691

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 1,179,342



 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。 

  

 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 

 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）（要約）四半期損益計算書 

  

  

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        8,729,123  100.0

Ⅱ 売上原価        5,402,080  61.9

売上総利益        3,327,042  38.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費        2,509,575  28.7

営業利益        817,467  9.4

Ⅳ 営業外収益        532,690  6.1

Ⅴ 営業外費用        58,605  0.7

経常利益        1,291,552  14.8

税引前第３四半期純利益        1,291,552  14.8

法人税、住民税及び事業
税 

 547,207            

法人税等調整額  853  548,061  6.3

第３四半期純利益        743,490  8.5

        



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前第３四半期純利益  1,291,552

減価償却費  62,401

退職給付引当金の増減額（△は減少）  17,945

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）   15,647

賞与引当金の増減額（△は減少）   △36,609

貸倒引当金の増減額（△は減少）   2,131

ポイント引当金の増減額（△は減少）   △8,052

受取利息   △5,082

支払利息       37,532

為替差損益（△は益）   △4,414

社債利息   12,628

支払保証料   7,765

デリバティブ評価損益（△は益）   556

売上債権の増減額（△は増加）   △1,173,993

たな卸資産の増減額（△は増加）   △288,545

仕入債務の増減額（△は減少）   232,141

未払金の増減額（△は減少）   96,795

未収消費税等の増減額（△は増加）   △7,530

未払消費税等の増減額（△は減少）   △46,842

その他  78,401

小計  △284,427

利息の受取額   5,719

利息の支払額   △44,064

法人税等の支払額  △456,111

営業活動によるキャッシュ・フロー  △210,028



  

  

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 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  △411,024

定期預金の払戻による収入   455,696

有形固定資産の取得による支出   △332,236

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       △10,029

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

預り保証金の受入による収入   1,000

その他   6,248

投資活動によるキャッシュ・フロー  △311,267

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       △894,035

社債の償還による支出       △160,000

割賦債務の返済による支出       △18,626

株式の発行による収入   7,000

その他   △8,999

財務活動によるキャッシュ・フロー  △74,660

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  4,414

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △591,542

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第３四半期末残高  1,497,001
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