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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 10,945 4.2 596 17.2 506 ― 234 ―
21年3月期 10,507 △5.2 508 △41.6 △587 ― △588 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 4,655.98 4,567.47 5.1 4.2 5.4
21年3月期 △11,724.13 ― △12.1 △4.9 4.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 11,611 4,721 40.7 93,904.11
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  4,721百万円 21年3月期  4,541百万円

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

22年3月期 1,020 14 △1,028 2,851
21年3月期 △118 △459 1,246 2,849

2.  配当の状況 

（注）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 配当金総額
（合計）

配当性向 純資産配当
率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 50 ― 1.0
22年3月期 ― 0.00 ― 1,100.00 1,100.00 55 23.6 1.2
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― ― ― ―

3.  23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23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）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23
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

5,491 12.3 158 △2.5 138 10.8 79 △6.6 1,568.50

通期 11,984 9.5 670 12.4 620 22.5 354 51.2 7,035.98



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 50,276株 21年3月期 50,256株
② 期末自己株式数 22年3月期  ―株 21年3月期  ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 



  

(1）経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、低下傾向が続くなかにも一部明るい兆しが見られるものの、依然と続く厳し

い雇用及び所得減少情勢、デフレの継続などの懸念要因もあり、厳しい状況で推移しております。 

当業界におきましても、経済情勢の減速感から個人消費者の生活防衛意識の強まりや、少子高齢化、若年層の飲

酒離れなどにより、依然厳しい状況にあります。 

このような状況の中で、当社は、高価格帯の商品需要の鈍化をいち早く察知し、低価格帯の商品を充実させるこ

とにより顧客の選択肢の拡大、また、これまでホテルやレストラン等で飲まれていた顧客が減少しつつも、これら

の顧客がご自宅で料飲する傾向が増加したことで、ワインショップの需要増に繋がり、結果、商品の販売本数が大

幅に増加し、売上高を確保することができました。 

売上高は、10,945百万円（前期比4.2％増）となりました。ショップ部門におきましては、香港地域へ第２号店

であるワインショップ・エノテカフェスティバルウォーク九龍塘店、第３号店となるワインショップ・エノテカア

イスクエア尖沙咀店並びに日本国内ではエノテカ＆ケーシーズ札幌円山店、ワインショップ・エノテカ上野松坂屋

店、ワインショップ・エノテカＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京店の新規出店、また、既存店も順調に売

上に貢献しました。卸し営業部門は、ホテル、レストラン等の料飲関連で苦戦はしておりましたが、これも徐々に

回復傾向を示しており、通販サービス部門はウェブサイトが主力となり堅調に推移したことも要因となりました。 

ショップ部門の新規出店による人員、地代家賃並びに販売本数が増えたことによる運賃等の増加等により、販売

費及び一般管理費は前期に対し5.8％増となりました。売上高の増収及び原価率の改善により売上総利益が前期に対

し7.1％増益となることにより、販売費及び一般管理費の増加分を吸収し、営業利益は596百万円（前期比17.2％

増）となりました。 

前事業年度末日と当事業年度末日の為替予約時価評価の洗替えによる為替差益279百万円に対し、決済等の為替

差損359百万円となったことにより、為替差損80百万円は生じましたが、経常利益は506百万円（前年同期は経常損

失587百万円）となりました。 

以上の結果、当期純利益は234百万円（前年同期は当期純損失588百万円）と増収増益となりました。 

  

(2）財政状態に関する分析 

（資産の部） 

当事業年度末の資産は、前事業年度に比べ974百万円減少し、11,611百万円となりました。 

売掛金145百万円の増加、未着商品321百万円の増加等があった一方で、商品748百万円の減少、前渡金213百万円

の減少、繰延税金資産194百万円の減少、未収還付法人税等218百万円の減少等によるものです。 

（負債の部） 

当事業年度末の負債は、前事業年度に比べ1,154百万円減少し、6,890百万円となりました。 

1年内償還予定の社債600百万円の減少、為替予約272百万円の減少、長期借入金280百万円の減少等によるもので

す。 

（純資産の部） 

当事業年度末の純資産は、前事業年度に比べ179百万円増加し、4,721百万円となりました。当期純利益234百万

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。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末から2百万円増加し、当事業年度末には2,851百万円と

なりました。  

当事業年度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、1,020百万円の収入（前年同期は118百万円の支出）となりました。 

これは主に、税引前当期純利益458百万円の計上（前年同期は税引前当期純損失680百万円計上）、減価償却費136

百万円の計上（前年同期は137百万円計上）、たな卸資産の減少額425百万円（前年同期は916百万円増加）があっ

たことによるものです。 

１．経営成績



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、14百万円の収入（前年同期は459百万円の支出）となりました。 

これは主に、定期預金の払戻による収入815百万円（前年同期は628百万円）があった一方、定期預金の預入の為

の支出621百万円（前年同期は737百万円）、有形固定資産の取得による支出94百万円（前年同期は294百万円）、

無形固定資産の取得による支出13百万円（前年同期は8百万円）、投資有価証券の取得による支出35百万円、関係

会社株式の取得による支出30百万円があったことによるものです。 

③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、1,028百万円の支出（前年同期は1,246百万円の収入）となりました。 

 これは主に、長期借入れによる収入900百万円（前年同期は2,600百万円）があった一方、長期借入金の返済によ

る支出1,194百万円（前年同期は741百万円）、社債の償還による支出680百万円（前年同期は550百万円）、配当金

の支払額50百万円（前年同期は49百万円）があったことによるものです。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様方に対する利益還元を経営の重要課題と考え、安定した配当を継続的に行うことを基本方

針としております。 

 平成22年３月期の期末配当は、事業基盤及び事業収益の拡大並びに内部留保も考慮し、１株当たり1,100円を本

年６月開催予定の定時株主総会に諮ることとしております。 

 次期の見通しといたしましては、継続的に行うことを基本方針として、当期に引続き継続、かつ、配当性向の

向上に努力して参る所存です。 

(4）事業等のリスク 

近の有価証券報告書（平成21年６月30日提出）における「事業等のリスク」から重要な変更がないため開示

を省略しております。  

 近の有価証券報告書（平成21年６月30日提出））における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略しております。   

  

(1）会社の経営の基本方針  (2）経営指標 (3）中長期的な会社の経営戦略 (4）会社の対処すべき課題 (5）その

  他、会社の経営上重要な事項 

   平成21年３月期決算短信（平成21年５月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省

  略しております。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  （当社ホームページ） 

    http://www.enoteca.co.jp 

    （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

      http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,382,749 3,192,058

売掛金 828,670 974,478

商品 3,340,802 2,592,145

未着商品 398,086 719,902

貯蔵品 19,742 21,435

前渡金 2,037,274 1,823,699

前払費用 22,115 23,688

繰延税金資産 271,943 77,771

未収還付法人税等 224,438 5,617

その他 36,384 104,846

貸倒引当金 △1,730 △3,995

流動資産合計 10,560,478 9,531,649

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,245,597 ※1  1,244,680

減価償却累計額 △325,324 △384,061

建物（純額） 920,273 860,619

構築物 2,184 2,184

減価償却累計額 △204 △452

構築物（純額） 1,979 1,732

工具、器具及び備品 161,338 173,467

減価償却累計額 △60,743 △74,457

工具、器具及び備品（純額） 100,595 99,009

土地 ※1  754,353 ※1  754,353

建設仮勘定 － 300

有形固定資産合計 1,777,201 1,716,015

無形固定資産   

ソフトウエア 21,626 29,802

電話加入権 4,470 4,470

無形固定資産合計 26,096 34,272

投資その他の資産   

破産更生債権等 4,369 6,343

投資有価証券 － 35,000

関係会社株式 － 30,930

長期前払費用 22,982 49,776

敷金及び保証金 198,347 204,704

出資金 － 10

その他 1,430 9,408

貸倒引当金 △4,369 △6,343

投資その他の資産合計 222,759 329,828

固定資産合計 2,026,057 2,080,116

資産合計 12,586,536 11,611,766



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

輸入支払手形 51,525 37,128

買掛金 668,459 728,322

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,089,600 ※1  1,075,000

1年内償還予定の社債 680,000 80,000

未払金 303,736 285,587

設備関係未払金 36,823 41,724

割賦未払金 1,084 －

未払費用 76,387 81,529

未払法人税等 14,695 36,839

未払消費税等 14,235 100,442

前受金 412,173 303,170

預り金 16,414 16,194

前受収益 － 2,193

為替予約 974,137 701,324

賞与引当金 88,859 79,891

ポイント引当金 22,947 24,003

その他 1,117 1,771

流動負債合計 4,452,195 3,595,122

固定負債   

社債 180,000 100,000

長期借入金 ※1  3,112,500 ※1  2,832,500

退職給付引当金 114,652 139,227

役員退職慰労引当金 153,839 177,096

預り敷金・保証金 30,635 43,473

その他 1,516 3,223

固定負債合計 3,593,142 3,295,521

負債合計 8,045,338 6,890,643

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,645,293 1,645,468

資本剰余金   

資本準備金 1,635,293 1,635,468

資本剰余金合計 1,635,293 1,635,468

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金 300,000 300,000

繰越利益剰余金 960,610 1,144,378

利益剰余金合計 1,260,610 1,444,378

株主資本合計 4,541,197 4,725,315

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 － △4,192

評価・換算差額等合計 － △4,192

純資産合計 4,541,197 4,721,122

負債純資産合計 12,586,536 11,611,766



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 10,507,740 10,945,573

売上原価   

商品期首たな卸高 2,330,404 3,340,802

当期商品仕入高 7,175,847 5,544,911

合計 9,506,252 8,885,713

商品期末たな卸高 3,340,802 2,592,145

ポイント引当金繰入額 8,698 10,392

商品売上原価 6,174,148 6,303,961

売上総利益 4,333,592 4,641,612

販売費及び一般管理費 ※1  3,824,779 ※1  4,045,279

営業利益 508,813 596,332

営業外収益   

受取利息 5,416 2,213

家賃収入 21,434 14,325

受取手数料 12,793 49,606

その他 3,605 12,106

営業外収益合計 43,250 78,252

営業外費用   

支払利息 54,859 76,344

社債利息 14,030 5,459

支払保証料 7,198 3,217

為替差損 1,062,800 80,419

その他 425 2,721

営業外費用合計 1,139,314 168,162

経常利益又は経常損失（△） △587,250 506,423

特別損失   

固定資産除却損 ※2  76,280 ※2  2,807

減損損失 ※3  16,986 ※3  44,636

特別損失合計 93,266 47,443

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △680,517 458,979

法人税、住民税及び事業税 20,498 27,907

法人税等調整額 △112,031 197,048

法人税等合計 △91,532 224,955

当期純利益又は当期純損失（△） △588,984 234,023



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,644,463 1,645,293

当期変動額   

新株の発行 830 175

当期変動額合計 830 175

当期末残高 1,645,293 1,645,468

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,634,463 1,635,293

当期変動額   

新株の発行 830 175

当期変動額合計 830 175

当期末残高 1,635,293 1,635,468

資本剰余金合計   

前期末残高 1,634,463 1,635,293

当期変動額   

新株の発行 830 175

当期変動額合計 830 175

当期末残高 1,635,293 1,635,468

利益剰余金   

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 300,000 300,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 300,000 300,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,599,791 960,610

当期変動額   

剰余金の配当 △50,196 △50,256

当期純利益又は当期純損失（△） △588,984 234,023

当期変動額合計 △639,180 183,767

当期末残高 960,610 1,144,378

利益剰余金合計   

前期末残高 1,899,791 1,260,610

当期変動額   

剰余金の配当 △50,196 △50,256

当期純利益又は当期純損失（△） △588,984 234,023

当期変動額合計 △639,180 183,767

当期末残高 1,260,610 1,444,378



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 5,178,718 4,541,197

当期変動額   

新株の発行 1,660 350

剰余金の配当 △50,196 △50,256

当期純利益又は当期純損失（△） △588,984 234,023

当期変動額合計 △637,520 184,117

当期末残高 4,541,197 4,725,315

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △4,192

当期変動額合計 － △4,192

当期末残高 － △4,192

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △4,192

当期変動額合計 － △4,192

当期末残高 － △4,192

純資産合計   

前期末残高 5,178,718 4,541,197

当期変動額   

新株の発行 1,660 350

剰余金の配当 △50,196 △50,256

当期純利益又は当期純損失（△） △588,984 234,023

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △4,192

当期変動額合計 △637,520 179,925

当期末残高 4,541,197 4,721,122



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △680,517 458,979

減価償却費 137,832 136,147

減損損失 16,986 44,636

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,047 24,575

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,749 23,257

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,513 △8,967

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,369 4,239

ポイント引当金の増減額（△は減少） △973 1,055

受取利息 △5,416 △2,213

支払利息 54,859 76,344

為替差損益（△は益） 22,057 4,081

社債利息 14,030 5,459

支払保証料 7,198 3,217

有形固定資産除却損 76,280 2,807

デリバティブ評価損益（△は益） △732 △433

売上債権の増減額（△は増加） △239,521 △256,785

たな卸資産の増減額（△は増加） △916,673 425,146

仕入債務の増減額（△は減少） 1,727,943 △68,854

未払金の増減額（△は減少） 100,860 3,884

未収消費税等の増減額（△は増加） 10,152 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 14,235 86,207

その他 49,989 △61,054

小計 452,271 901,730

利息及び配当金の受取額 5,588 2,589

利息の支払額 △69,205 △84,232

法人税等の支払額 △507,254 △22,581

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 △118,599 1,020,455

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 △737,718 △621,807

定期預金の払戻による収入 628,835 815,112

有形固定資産の取得による支出 △294,858 △94,050

無形固定資産の取得による支出 △8,660 △13,907

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 △45,195 △8,214

敷金及び保証金の回収による収入 1,130 1,140

敷金の返還による支出 － △5,635

敷金の預りによる収入 1,000 18,473

その他 △4,100 △10,662

投資活動によるキャッシュ・フロー △459,566 14,519



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３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 2,600,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △741,410 △1,194,600

社債の償還による支出 △550,000 △680,000

割賦債務の返済による支出 △6,971 △1,084

株式の発行による収入 1,660 350

配当金の支払額 △49,612 △50,475

その他 △7,235 △3,186

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,246,430 △1,028,997

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,057 △3,364

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 646,207 2,613

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期末残高 ※1  2,849,241 ※1  2,851,855



 該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）関係会社株式  

――――――  

  

(2）その他有価証券 

時価のないもの 

―――――― 

  

(1）関係会社株式  

 移動平均法による原価法を採用して

おります。  

(2）その他有価証券 

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。  

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

デリバティブ 

 時価法 

デリバティブ 

同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品 

 移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しておりま

す。 

(1）商品 

同左  

  (2）貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法（貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定）を採用しており

ます。 

(2）貯蔵品 

同左  

  (3）未着商品 

 個別法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定）を採用しております。 

（会計方針の変更） 

  当事業年度より「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日公表分）を適用してお

ります。 

 これによる、当事業年度の営業利益、

経常損失及び税引前当期純損失に与える

影響はありません。 

(3）未着商品 

同左  

  

  

―――――― 

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 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。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  

    建物           15年～39年

  構築物          20年 

 工具、器具及び備品     ５年～15年

   

   (2）無形固定資産（リース資産を除く） 

  定額法を採用しております。  

  なお、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（リース資産を除く） 

同左 



  

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

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。   

(3）リース資産 

同左    

  (4）長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

(4）長期前払費用 

同左 

５．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、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。 

同左 

６．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 

  (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。 

(2）賞与引当金 

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。 

(3）退職給付引当金 

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。 

(4）役員退職慰労引当金 

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

率に基づき当事業年度の末日における将

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 

７．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 

 ヘッジ会計の要件を充たす外貨建仕入

債務及び外貨建予定取引に関連する為替

予約については、繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、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。

  (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 

ヘッジ手段…為替予約、金利スワップ

ヘッジ対象…外貨建仕入債務及び外貨

建予定取引、借入金 



   

項目 
前事業年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

  (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 

 リスクヘッジのためのデリバティブ取

引は、原則として購買にかかわる外貨建

債務を決済するための外国為替変動リス

クのヘッジを目的で利用しております。

 また、金利スワップは、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使用しておりま

す。  

  (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 

   ヘッジ手段とヘッジ対象に関する重要

   な条件が同一であり、ヘッジ期間を通じ

   てキャッシュ・フローの変動リスクを回

   避していると想定することができるた 

   め、ヘッジの有効性の評価は省略してお

   ります。 

     また、特例処理を採用している金利ス

   ワップについても、ヘッジの有効性の評

   価を省略しております。 

８．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、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 

９．その他財務諸表作成のた

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 



  

  当事業年度より、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連

 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。 

  

会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士

協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適

用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

  これによる、当事業年度の営業利益、経常損失及び税

引前当期純損失に与える影響はありません。  

―――――― 

  

   

追加情報



  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月31日） 

当事業年度 
（平成22年３月31日） 

※１ 担保資産及び担保付債務 ※１ 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。  担保に供している資産は次のとおりであります。 

建物 294,063千円

土地  34,050

合計  328,113

建物 千円283,854

土地  34,050

合計  317,904

 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。 

１年内返済予定の長期借入金    30,000千円

長期借入金  337,500

合計  367,500

１年内返済予定の長期借入金     千円30,000

長期借入金  307,500

合計  337,500



（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は87.5％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は12.5％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 ％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は ％で

あります。 

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

88.8

11.2

給与手当     936,643千円

賞与引当金繰入額  88,859

役員退職慰労引当金繰入額  22,749

退職給付費用  31,120

貸倒引当金繰入額  4,369

地代家賃  523,494

運賃  290,467

支払手数料  194,851

減価償却費  137,832

給与手当      千円1,008,024

賞与引当金繰入額  79,891

役員退職慰労引当金繰入額  23,257

退職給付費用  34,358

貸倒引当金繰入額  8,608

地代家賃  603,143

運賃  312,452

支払手数料  197,358

減価償却費  136,147

※２ 固定資産除却損は、建物53,959千円、解体費用

22,320千円であります。 

※３ 減損損失 

当社は、以下の資産について減損損失を計上しまし

た。 

 当社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・

フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出

す 小単位として店舗別にグルーピングを行っており

ます。 

 当事業年度において、店舗売上減少により、資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（16,986千円）として特別損失に計上

しました。その内訳は、建物14,568千円、工具、器具

及び備品218千円、リース資産2,199千円です。 

 なお、当資産の回収可能価額は使用価値により測定

しており、使用価値を0として評価しております。 

 場所  用途  種類 

ワインショップ・エノ

テカ 玉川髙島屋S・C 

（東京都世田谷区）  

 店舗用設備 

建物、工具、器具

及び備品、リース

資産 

※２ 固定資産除却損は、建物 千円、工具、器具及

び備品350千円、解体費用 千円であります。 

※３ 減損損失 

当社は、以下の資産について減損損失を計上しまし

た。 

 当社は、他の資産又は資産グループのキャッシュ・

フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出

す 小単位として店舗別にグルーピングを行っており

ます。 

 当事業年度において、店舗売上減少により、資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（ 千円）として特別損失に計上

しました。その内訳は、ワインショップ・エノテカ 

札幌店 千円（内、建物 千円、工具、器具

及び備品 千円、リース資産 千円）、ワイン

ショップ・エノテカ 銀座松坂屋店 千円（内、

建物 千円、工具、器具及び備品 千円、リー

ス資産 千円、その他 千円）、エノテカ375＆シ

ャンパーニュ 銀座店 千円（内、建物 千

円、工具、器具及び備品 千円、リース資産

千円）です。 

 なお、当資産の回収可能価額は使用価値により測定

しており、使用価値を0として評価しております。 

1,758

698

 場所  用途  種類 

ワインショップ・エノ

テカ 札幌店 

（北海道札幌市）  

 店舗用設備 

建物、工具、器具

及び備品、リース

資産 

ワインショップ・エノ

テカ 銀座松坂屋店 

（東京都中央区）  

 店舗用設備 

建物、工具、器具

及び備品、リース

資産等 

エノテカ375＆シャンパ

ーニュ 銀座店 

（東京都中央区） 

 店舗用設備 

建物、工具、器具

及び備品、リース

資産 

44,636

13,467 10,610

1,425 1,431

14,846

9,656 2,671

57 2,460

16,322 13,375

1,622 1,324



前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注）普通株式の株式数の増加25,158株は、株式分割（1：2）による増加25,128株、新株予約権の権利行使による新株  

    の発行による増加30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 

（注）上記の新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目的となる株式の数については、（ストック・オプ 

   ション等関係）に記載しております。 

  

４．配当に関する事項 

     （１）配当金支払額 

    

      

  

        （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの        

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
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）  25,098  25,158  －  50,256

合計  25,098  25,158  －  50,256

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 

 ストック・オプションとして

 の新株予約権  
－  －  －  －  －  －

合計 －  －  －  －  －  －

決議  株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日   

平成20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 50,196 2,000  平成20年３月31日 平成20年６月27日   

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資  
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 50,256  利益剰余金 1,000  平成21年３月31日 平成21年６月30日



当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

（注）普通株式の株式数の増加20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20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 

（注）上記の新株予約権の目的となる株式の種類及び新株予約権の目的となる株式の数については、（ストック・オプ 

   ション等関係）に記載しております。 

  

４．配当に関する事項 

     （１）配当金支払額 

    

      

  

        （２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

        次のとおり、決議を予定しております。 

  

  
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）  50,256  20  －  50,276

合計  50,256  20  －  50,276

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 

 ストック・オプションとして

 の新株予約権  
－  －  －  －  －  －

合計 －  －  －  －  －  －

決議  株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日   

平成21年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  50,256  1,000  平成21年３月31日 平成21年６月30日   

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資  
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 55,303  利益剰余金  1,100  平成22年３月31日 平成22年６月30日



  

前事業年度（平成21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20年４月１日 至平成21年３月31日） 

       該当事項はありません。  

  

当事業年度（平成22年３月31日現在） 

１．子会社株式及び関連会社株式 

       子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式30,930千円）は、市場価格がなく、時価を

            把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

  

２. その他有価証券    

        非上場株式（貸借対照表計上額 35,000千円）については、市場価格がなく、時価を把握することが極め

      て困難と認められることから、記載しておりません。 

  

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

※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 

※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21年３月31日現在） （平成22年３月31日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定  3,382,749

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 △533,508

現金及び現金同等物  2,849,241

  （千円）

現金及び預金勘定  3,192,058

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 △340,203

現金及び現金同等物  2,851,855

（有価証券関係）



前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）  

１．取引の状況に関する事項 

  

（デリバティブ取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(1）取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で

は為替予約取引・クーポンスワップ取引、金利関連では

金利スワップ及び金利キャップ取引であります。 

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動

によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。 

(3）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭

債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を

図る目的で、また金利関連では借入金利等の将来の金利

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。 

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。 

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 

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。 

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）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引・クーポンスワップ取引は為替相場の変

動によるリスクを、金利スワップ・金利キャップ取引は

市場金利の変動によるリスクを有しております。 

 なお、取引相手先は高格付けを有する金融機関に限定

しているため、信用リスクはほとんどないと認識してお

ります。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、社内ルー

ルに従い行っております。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバテ

ィブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。



２．取引の時価等に関する事項  

(1）通貨関連 

(2）金利関連 

  

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引  

通貨関連 

区分 種類 

前事業年度（平成21年３月31日現在）

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価
（千円） 

評価損益
（千円） 

市場
取引
以外
の取
引 

為替予約取引 

受取ユーロ・支払円 
 118,917 － 116,550 △2,366

為替予約取引 

受取米ドル・支払円 
 21,133 － 19,634 △1,498

クーポンスワップ取引 

受取ユーロ・支払円 
 60,232,460 55,660,460 △838,044 △838,044

クーポンスワップ取引 

受取米ドル・支払円 
 17,272,132 17,272,132 △132,228 △132,228

 （注） 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

区分 種類 

前事業年度（平成21年３月31日現在）

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価
（千円） 

評価損益
（千円） 

市場
取引
以外
の取
引 

金利スワップ 

変動受取・固定支払 
 140,000 － △433 △433

 （注） １．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

２．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。 

区分 種類 

当事業年度（平成22年３月31日現在）

契約額等 
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価
（千円） 

評価損益
（千円） 

市場
取引
以外
の取
引 

クーポンスワップ取引 

受取ユーロ・支払円 
 55,660,460 34,756,900 △543,974 △543,974

クーポンスワップ取引 

受取米ドル・支払円 
 17,272,132 17,272,132 △150,281 △150,281

 （注） 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 



２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  

(1）通貨関連 

  

  

(2）金利関連  

前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

区分 種類 
  

 主なヘッジ対象 
  

当事業年度（平成22年３月31日現在）

契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価
（千円） 

原則
的処
理方
法 

為替予約取引 

受取ユーロ・支払円 

 外貨建仕入債務 

 及び外貨建予定  

 取引 

119,459 － △7,068

 （注） 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

区分 種類 
  

 主なヘッジ対象 
  

当事業年度（平成22年３月31日現在）

契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価
（千円） 

金利
スワ
ップ
の特
例処
理 

金利スワップ 

支払固定・受取変動 
 長期借入金 795,000 530,000 (※)

 （※） 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理

されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 

 （注） 時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

（持分法損益等）



 （注） １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額、潜在株式調整後１株当たり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。 

  

 該当事項はありません。 

  

       リース取引、金融商品、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、賃貸等不動産、関連当事者との取引

   に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略します。

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 90,361.31

１株当たり当期純損失金額   円 11,724.13

１株当たり純資産額 円 93,904.11

１株当たり当期純利益金額   円 4,655.98

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

については、潜在株式は存在するものの１株当たり

当期純損失であるため記載しておりません。 

  

 当社は、平成20年10月1日付で株式１株につき２株

の株式分割を行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前事業年度における１株あたり情報につい

ては、以下のとおりとなります。 

１株当たり純資産額 円 103,169.95

１株当たり当期純利益金額 円 13,102.70

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

円 12,660.50

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

円 4,567.47

  
前事業年度 

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額     

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △588,984  234,023

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 △588,984  234,023

期中平均株式数（株）  50,237  50,263

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  －  974

（うち新株予約権）                    (－）                 ( ） 974

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た

り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

  

 平成16年新株予約権１種類  

 （新株予約権の数137個） 

 平成18年新株予約権１種類 

 （新株予約権の数25個）  

     ――――― 

（重要な後発事象）

（開示の省略）



(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

  

(2）その他 

該当事項はありません。 

  

５．その他


	エノテカ㈱（3049）平成22年３月期　決算短信（非連結）: エノテカ㈱（3049）平成22年３月期　決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -
	- 12 -: - 12 -
	- 13 -: - 13 -
	- 14 -: - 14 -
	- 15 -: - 15 -
	- 16 -: - 16 -
	- 17 -: - 17 -
	- 18 -: - 18 -
	- 19 -: - 19 -
	- 20 -: - 20 -
	- 21 -: - 21 -
	- 22 -: - 22 -
	- 23 -: - 23 -
	- 24 -: - 24 -
	- 25 -: - 25 -


