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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 2,504 △9.6 148 1.2 334 △47.7 222 △31.9
21年3月期第1四半期 2,769 ― 146 ― 639 ― 327 ―

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

22年3月期第1四半期 4,433.21 4,414.59
21年3月期第1四半期 13,042.08 12,956.39

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

22年3月期第1四半期 12,599 4,713 37.4 93,794.52
21年3月期 12,586 4,541 36.1 90,361.31

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,713百万円 21年3月期  4,541百万円

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  
配当予想については未定としております。 

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

21年3月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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22年３月
期の業績予想におきましては、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

第2四半期 
累計期間

4,876 △2.8 131 36.5 99 ― 57 ― 1,134.19

通期 10,629 1.2 520 2.4 465 ― 266 ― 5,292.90



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） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 50,256株 21年3月期  50,256株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 50,256株 21年3月期第1四半期 25,100株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
平成21年５月14日発表の業績予想を修正しておりません。上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在で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、業績の変化により、上記予想数値と異なる可能性があります。 
 
（その他特記事項） 
当社は、平成20年10月１日付けで、その所有する株式１株を２株に分割しております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成21年３月
期第１四半期における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は、それぞれ6,521円04銭、6,478円20銭であります。 



 当第１四半期会計期間における国内経済は、企業の在庫調整については一段落した様相も見受けられるもの

の、雇用環境並びに所得水準は引き続き低下傾向を受け、国内消費は依然厳しい状況が続いております。 

 当業界におきましても、国内経済動向に連動して料飲店の利用頻度の減少、生活防衛意識や消費の節約志向な

どにより、卸・小売業の競合はますます激化しつつあります。 

 このような状況の中で、ワイン専門商社である当社は、販売価格の低下傾向は受けつつも販売本数は依然増加

傾向を示す中で、初の海外拠点である香港は好調を持続し、続いてシンガポールにおきましても卸し営業を展開

するべく事務所を開設するなど、将来を見据えたビジネスを拡充しております。 

 また、ワインラヴァーに新たなエクスクルーシブ商材として「ガヤ」「パスカル・ジョリヴェ」「シャンパー

ニュ・バロン・ド・ロスチャイルド」などの正規独占代理権を獲得し、商品ラインアップ及び商機の拡充に努め

ております。 

 売上高は2,504百万円（前年同四半期比9.6％減）、営業利益は148百万円（前年同四半期比1.2％増）となりま

した。売上高は前年同四半期比では減少しておりますが、これは前年同四半期が好況感の中で進捗しており、ま

た、国内プリムール売上は毎年第１四半期に集中する傾向がありますが、前年同四半期プリムール（主に2005年

ヴィンテージ）売上306百万円に対し当第1四半期（2006年ヴィンテージ）のプリムール売上は159百万円と147百

万円減少したことによります。このプリムール売上の減少額は売上計画で既に見込んでおりましたが、エクスク

ルーシブ商品の販売本数の増加並びに原価率の改善などを受け、売上総利益は前年同四半期に比較して微減で推

移し、さらに販売費及び一般管理費の削減に努めた結果、営業増益を達成することができました。 

 経常利益は334百万円（前年同四半期比47.7％減）となりました。これは、前年同四半期は円安による為替予

約時価評価益を含む503百万円と大幅な為替差益を計上しましたが、為替予約時価評価益を含む為替差益が295百

万円減少し、207百万円となったことによるものです。この結果、四半期純利益は222百万円（前年同四半期比

31.9％減）となりました。 

 なお、前事業年度は昨年秋以降の金融危機による急激な円高により、為替予約時価評価損を含む為替差損を計

上し、経常損失となりました。当第１四半期は経常利益が回復いたしました。  

  

 (1) 財政状態の分析 

   （資産の部） 

 当第１四半期末の資産は、前事業年度末に比べ13百万円増加し、12,599百万円となりました。 

 売掛金100百万円の増加、未着商品345百万円の増加等があった一方、現金及び預金26百万円の減少、商品72

百万円の減少、前渡金218百万円の減少、繰延税金資産106百万円の減少等があったことによるものです。 

  （負債の部） 

 当第１四半期末の負債は、前事業年度末に比べ159百万円減少し、7,886百万円となりました。 

 買掛金341百万円の増加があった一方、１年内償還予定の社債100百万円の減少、未払金109百万円の減少、為

替予約298百万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１四半期末の純資産は、前事業年度末に比べ172百万円増加し、4,713百万円となりました。四半期純利

益222百万円があった一方、配当金の支払50百万円があったことによるものです。 

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末から46百万円減少し、当第１四半期会計

期間末は2,802百万円となりました。 

 当第１四半期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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、165百万円の収入（前年同四半期は220百万円の収入）となりました。

 これは主に、税引前四半期純利益334百万円の計上、減価償却費31百万円の計上、仕入債務の増加額146百万円

（前年同四半期は847百万円増加）、未払費用の増加額98百万円（前年同四半期は105百万円増加）があった一

方、たな卸資産の増加額276百万円（前年同四半期は758百万円増加）、売上債権の増加額164百万円（前年同四

半期は354百万円増加）があったことによるものです。 

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



（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、79百万円の支出（前年同四半期は90百万円の支出）となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入114百万円（前年同四半期は108百万円の収入）があった一方、定期預

金の預入による支出135百万円（前年同四半期は128百万円の支出）、有形固定資産の取得による支出39百万円

（前年同四半期は70百万円の支出）があったことによるものです。  

（財務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・フローは、144百万円の支出（前年同四半期は287百万円の支出）となりました。

 これは主に、長期借入れによる収入300百万円があった一方、長期借入金の返済による支出262百万円（前年同

四半期は163百万円の支出）、社債の償還による支出140百万円（前年同四半期は80百万円の支出）があったこと

によるものです。 

  

 第２四半期累計期間及び通期の業績につきましては、平成21年５月14日に公表しました業績予想に変更はありませ

ん。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

３．業績予想に関する定性的情報

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,356,462 3,382,749

売掛金 928,911 828,670

商品 3,268,577 3,340,802

未着商品 743,738 398,086

貯蔵品 22,318 19,742

前渡金 1,819,130 2,037,274

為替予約 2,072 －

繰延税金資産 165,505 271,943

未収還付法人税等 221,522 224,438

その他 51,940 58,500

貸倒引当金 △1,730 △1,730

流動資産合計 10,578,449 10,560,478

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 900,974 920,273

構築物（純額） 1,917 1,979

工具、器具及び備品（純額） 98,272 100,595

土地 754,353 754,353

建設仮勘定 1,833 －

有形固定資産合計 1,757,351 1,777,201

無形固定資産 26,185 26,096

投資その他の資産   

破産更生債権等 － 4,369

関係会社株式 13,050 －

敷金及び保証金 199,361 198,347

その他 25,519 24,412

貸倒引当金 － △4,369

投資その他の資産合計 237,930 222,759

固定資産合計 2,021,467 2,026,057

資産合計 12,599,917 12,586,536



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

輸入支払手形 63,436 51,525

買掛金 1,010,176 668,459

1年内返済予定の長期借入金 1,129,600 1,089,600

1年内償還予定の社債 580,000 680,000

未払金 193,758 303,736

設備関係未払金 5,713 36,823

割賦未払金 － 1,084

未払費用 175,755 76,387

未払法人税等 11,474 14,695

未払消費税等 33,152 14,235

前受金 347,903 412,173

為替予約 675,382 974,137

賞与引当金 26,659 88,859

ポイント引当金 22,959 22,947

その他 48,477 17,531

流動負債合計 4,324,449 4,452,195

固定負債   

社債 140,000 180,000

長期借入金 3,110,100 3,112,500

退職給付引当金 120,016 114,652

役員退職慰労引当金 159,625 153,839

その他 31,989 32,151

固定負債合計 3,561,731 3,593,142

負債合計 7,886,180 8,045,338

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,645,293 1,645,293

資本剰余金 1,635,293 1,635,293

利益剰余金 1,433,150 1,260,610

株主資本合計 4,713,737 4,541,197

純資産合計 4,713,737 4,541,197

負債純資産合計 12,599,917 12,586,536



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,769,726 2,504,669

売上原価 1,685,869 1,438,082

売上総利益 1,083,856 1,066,587

販売費及び一般管理費 937,089 918,113

営業利益 146,767 148,473

営業外収益   

受取利息 557 526

為替差益 503,255 207,560

その他 7,008 4,257

営業外収益合計 510,821 212,343

営業外費用   

支払利息 11,954 19,540

社債利息 4,102 2,772

その他 2,336 3,859

営業外費用合計 18,392 26,173

経常利益 639,195 334,644

特別損失   

固定資産除却損 73,002 321

特別損失合計 73,002 321

税引前四半期純利益 566,193 334,323

法人税、住民税及び事業税 264,513 5,090

法人税等調整額 △25,676 106,437

法人税等合計 238,837 111,528

四半期純利益 327,356 222,795



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 566,193 334,323

減価償却費 31,589 31,642

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,349 5,364

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,278 5,786

賞与引当金の増減額（△は減少） △43,686 △62,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △4,369

ポイント引当金の増減額（△は減少） △534 11

受取利息 △557 △526

支払利息 11,954 19,540

為替差損益（△は益） △38,191 △11,046

社債利息 4,102 2,772

固定資産除却損 73,002 321

デリバティブ評価損益（△は益） △356 △48

売上債権の増減額（△は増加） △354,118 △164,511

たな卸資産の増減額（△は増加） △758,729 △276,002

仕入債務の増減額（△は減少） 847,603 146,322

未払金の増減額（△は減少） △25,659 213

未払費用の増減額（△は減少） 105,687 98,870

未払消費税等の増減額（△は減少） － 18,917

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,037 －

その他 74,326 51,508

小計 509,217 196,889

利息の受取額 557 526

利息の支払額 △13,996 △21,163

法人税等の支払額 △274,853 △10,317

営業活動によるキャッシュ・フロー 220,924 165,935

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 △128,681 △135,003

定期預金の払戻による収入 108,160 114,481

有形固定資産の取得による支出 △70,888 △39,479

無形固定資産の取得による支出 － △4,689

関係会社株式の取得による支出 － △13,050

敷金及び保証金の差入による支出 △238 △1,678

敷金及び保証金の回収による収入 271 198

預り保証金の受入による収入 1,000 －

その他 － △10

投資活動によるキャッシュ・フロー △90,375 △79,231



（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △163,470 △262,400

社債の償還による支出 △80,000 △140,000

割賦債務の返済による支出 △1,982 △1,084

株式の発行による収入 960 －

配当金の支払額 △39,591 △39,107

その他 △3,079 △1,966

財務活動によるキャッシュ・フロー △287,163 △144,559

現金及び現金同等物に係る換算差額 38,191 11,046

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △118,423 △46,808

現金及び現金同等物の期首残高 2,203,034 2,849,241

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,084,610 2,802,433



 該当事項はありません。 

  

 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
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