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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 8,467 1.1 533 12.2 545 ― 320 ―
21年3月期第3四半期 8,375 ― 475 ― △965 ― △1,209 ―

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3四半期 6,379.03 6,287.58
21年3月期第3四半期 △24,081.22 ―

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3四半期 12,244 4,810 39.3 95,686.33
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3四半期  4,810百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
22年3月期 ― 0.00 ―
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

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3四半期 50,276株 21年3月期  50,256株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―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3四半期 50,259株 21年3月期第3四半期 50,232株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想に関する事項は４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。 
 
（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。 



 当第３四半期累計期間における我が国の経済は、経済対策の効果が現われ、緩やかに回復傾向を示し、企業の

下げ止まりの兆しは見られるようになりましたが、個人消費は、厳しい雇用及び所得情勢が続き、物価は緩やか

なデフレ傾向になるなど、厳しい状況で推移しました。 

 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、前期に続いて販売平均単価の低下傾向を受けておりますが、販売本数は前年同期に比

し、大幅な増加となっております。 

 海外拠点である香港は、第２、第３店舗を新規出店し、香港グループとして依然好調に売上実績を積み重ねて

おります。また、シンガポールは、卸し営業を主体の営業活動及び当社の認知度向上活動を行うに従い、徐々に

売上実績を積み上げつつあります。 

 売上高は8,467百万円（前年同期比1.1％増）となりました。国内プリムール売上は、前年同期プリムール（主

に2005年ヴィンテージ）売上469百万円に対し、当第３四半期累計期間プリムール（2006年ヴィンテージ）売上

248百万円と221百万円減少することは、予算策定時に確定しておりましたが、海外拠点である香港が第２、第３

号店の新規出店、国内ショップ部門及び自社ウェブサイト通販が堅調に推移したことから、プリムール売上減少

分を上回る売上を確保することができました。  

 エクスクルーシブ商品の販売本数増加に伴う売上増加、原価率の改善を受けた一方、新規出店による人員及び

地代家賃の増加等により営業利益は533百万円（前年同期比12.2％増）となりました。  

 当第３四半期累計期間では、前期末日と当第３四半期末日の為替予約時価評価の洗替えによる為替差益316百万

円、決済等の為替差損258百万円により、為替差益58百万円を含めて、経常利益は545百万円（前年同期は経常損

失965百万円）となりました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間は、四半期純利益320百万円（前年同期は四半期純損失1,209百万円）とな

りました。 

  

  

  

(1) 財政状態の分析 

  （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341百万円減少し、12,244百万円となりました。 

売掛金961百万円の増加があった一方、現金及び預金729百万円の減少、未着商品116百万円の減少、未収還付法

人税等223百万円の減少、繰延税金資産207百万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611百万円減少し、7,433百万円となりました。 

買掛金281百万円の増加があった一方、１年内償還予定の社債600百万円の減少、為替予約314百万円の減少等が

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269百万円増加し、4,810百万円となりました。四

半期純利益320百万円計上、配当金の支払50百万円があったことによるものです。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物は、第２四半期会計期間末から150百万円減少し、当第３

四半期会計期間末は2,320百万円となりました。 

   当第３四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、117百万円の支出（前年同四半期は561百万円の支出）となりました。

 これは主に、仕入債務の減少額583百万円（前年同四半期は950百万円増加）があった一方、税引前四半期純利

益420百万円の計上（前年同四半期は税引前四半期純損失756百万円計上）、未払消費税等の増加額48百万円（前

年同四半期は29百万円の増加）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、165百万円の収入（前年同四半期は127百万円の支出）となりました。

 これは主に、定期預金の払戻による収入282百万円（前年同四半期は12百万円の収入）があった一方、定期預

金の預入による支出27百万円（前年同四半期は30百万円の支出）、投資有価証券の取得による支出35百万円、有

形固定資産の取得による支出30百万円（前年同四半期は70百万円の支出）、関係会社株式の取得による支出17百

万円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、203百万円の支出（前年同四半期は269百万円の収入）となりました。

 これは主に、長期借入れによる収入100百万円（前年同四半期は600百万円の収入）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206百万円の支出）、社債の償還による支出40百万円（前年同四半

期は120百万円の支出）があったことによるものです。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年11月５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。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  第２四半期会計期間より、一部取引先との間でヘッジ会計の要件を充たしたため、外貨建仕入債務及び外貨建

予定取引に関する為替予約の一部について、ヘッジ会計を適用しております。 

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

（３）追加情報



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21年12月31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 2,652,973 3,382,749

売掛金 1,790,378 828,670

商品 3,369,088 3,340,802

未着商品 281,471 398,086

貯蔵品 26,163 19,742

前渡金 1,936,750 2,037,274

繰延税金資産 64,384 271,943

未収還付法人税等 641 224,438

その他 46,504 58,500

貸倒引当金 △1,730 △1,730

流動資産合計 10,166,626 10,560,478

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 898,192 920,273

構築物（純額） 1,794 1,979

工具、器具及び備品（純額） 95,003 100,595

土地 754,353 754,353

建設仮勘定 1,185 －

有形固定資産合計 1,750,529 1,777,201

無形固定資産 25,549 26,096

投資その他の資産   

破産更生債権等 － 4,369

投資有価証券 35,000 －

関係会社株式 30,930 －

敷金及び保証金 202,132 198,347

その他 33,889 24,412

貸倒引当金 － △4,369

投資その他の資産合計 301,951 222,759

固定資産合計 2,078,030 2,026,057

資産合計 12,244,657 12,586,536



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 72,942 51,525

買掛金 950,260 668,459

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 80,000 680,000

未払金 431,393 303,736

設備関係未払金 16,051 36,823

割賦未払金 － 1,084

未払費用 85,922 76,387

未払法人税等 25,258 14,695

未払消費税等 56,909 14,235

前受金 288,008 412,173

為替予約 659,252 974,137

賞与引当金 27,997 88,859

ポイント引当金 23,861 22,947

その他 65,716 17,531

流動負債合計 3,913,176 4,452,195

固定負債   

社債 100,000 180,000

長期借入金 3,075,300 3,112,500

退職給付引当金 129,677 114,652

役員退職慰労引当金 171,272 153,839

その他 44,504 32,151

固定負債合計 3,520,754 3,593,142

負債合計 7,433,931 8,045,338

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,645,468 1,645,293

資本剰余金 1,635,468 1,635,293

利益剰余金 1,530,958 1,260,610

株主資本合計 4,811,895 4,541,197

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △1,169 －

評価・換算差額等合計 △1,169 －

純資産合計 4,810,725 4,541,197

負債純資産合計 12,244,657 12,586,536



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,375,384 8,467,724

売上原価 4,983,806 4,907,676

売上総利益 3,391,578 3,560,047

販売費及び一般管理費 2,916,404 3,026,801

営業利益 475,173 533,246

営業外収益   

受取利息 4,063 2,089

為替差益 － 58,185

受取家賃 16,076 8,059

その他 2,737 13,156

営業外収益合計 22,877 81,491

営業外費用   

支払利息 39,411 58,627

社債利息 11,106 5,117

為替差損 1,406,469 －

その他 6,284 5,442

営業外費用合計 1,463,271 69,187

経常利益又は経常損失（△） △965,220 545,550

特別損失   

固定資産除却損 76,280 698

特別損失合計 76,280 698

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,041,501 544,851

法人税、住民税及び事業税 15,373 15,886

法人税等調整額 152,773 208,361

法人税等合計 168,146 224,248

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,209,648 320,603



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,358,513 3,578,279

売上原価 1,944,824 2,068,185

売上総利益 1,413,689 1,510,094

販売費及び一般管理費 1,034,634 1,139,534

営業利益 379,055 370,559

営業外収益   

受取利息 167 111

為替差益 － 63,102

受取家賃 5,358 6,265

その他 490 1,739

営業外収益合計 6,017 71,220

営業外費用   

支払利息 15,361 20,042

社債利息 3,294 393

為替差損 1,120,841 －

その他 2,093 699

営業外費用合計 1,141,589 21,135

経常利益又は経常損失（△） △756,517 420,644

特別損失   

固定資産除却損 － 377

特別損失合計 － 377

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △756,517 420,266

法人税、住民税及び事業税 5,192 5,500

法人税等調整額 262,470 178,600

法人税等合計 267,663 184,101

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,024,180 236,165



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△1,041,501 544,851

減価償却費 101,124 98,712

退職給付引当金の増減額（△は減少） 21,757 15,024

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,925 17,433

賞与引当金の増減額（△は減少） △45,969 △60,861

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） △362 913

受取利息 △4,063 △2,089

支払利息 39,411 58,627

為替差損益（△は益） 13,474 14,253

社債利息 11,106 5,117

固定資産除却損 76,280 698

デリバティブ評価損益（△は益） △508 △433

売上債権の増減額（△は増加） △1,154,285 △1,085,873

たな卸資産の増減額（△は増加） △866,591 81,908

仕入債務の増減額（△は減少） 2,286,943 51,456

未払金の増減額（△は減少） 97,747 143,776

未払費用の増減額（△は減少） 15,156 11,916

未払消費税等の増減額（△は減少） － 42,674

未収消費税等の増減額（△は増加） 4,500 －

その他 105,940 76,247

小計 △322,911 9,985

利息の受取額 4,063 2,089

利息の支払額 △49,050 △64,875

法人税等の支払額 △522,697 △10,317

法人税等の還付額 － 222,950

営業活動によるキャッシュ・フロー △890,595 159,832

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 △591,407

定期預金の払戻による収入 424,824 792,512

有形固定資産の取得による支出 △209,847 △80,710

無形固定資産の取得による支出 △3,690 △6,714

投資有価証券の取得による支出 － △35,000

関係会社株式の取得による支出 － △30,930

敷金及び保証金の差入による支出 △42,207 △4,914

敷金及び保証金の回収による収入 863 344

預り保証金の返還による支出 － △5,635

預り保証金の受入による収入 1,000 －

預り敷金の受入による収入 － 18,473

その他 △4,100 544

投資活動によるキャッシュ・フロー △330,848 56,562



（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,300,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △529,010 △897,200

社債の償還による支出 △500,000 △680,000

割賦債務の返済による支出 △5,344 △1,084

株式の発行による収入 1,660 350

配当金の支払額 △49,586 △50,475

その他 △6,491 △3,186

財務活動によるキャッシュ・フロー 211,226 △731,597

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,474 △13,468

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,023,691 △528,670

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 1,179,342 2,320,570



 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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