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1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 11,914 8.9 1,188 99.3 835 64.9 284 21.4
22年3月期 10,945 4.2 596 17.2 506 ― 234 ―

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 ％ ％ ％

23年3月期 5,622.16 5,528.86 5.9 6.8 10.0
22年3月期 4,655.98 4,567.47 5.1 4.2 5.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 12,779 4,984 39.0 96,235.98
22年3月期 11,611 4,721 40.7 93,904.11

（参考） 自己資本   23年3月期  4,984百万円 22年3月期  4,721百万円

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

23年3月期 856 △510 442 3,533
22年3月期 1,020 14 △1,028 2,851

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。 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 1,100.00 1,100.00 55 23.6 1.2
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

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24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。 
また、第２四半期（累計）の業績予想におきましては、本年３月に発生しました東日本大震災による影響をふまえ、保守的に予想しております。 

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

第2四半期(累計) 5,245 △1.2 182 △17.7 160 ― 91 ― 1,810.07
通期 12,171 2.2 1,027 △13.5 983 17.8 560 97.4 11,095.90



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、添付資料P.14「（７）会計処理方法の変更」をご覧ください。 

(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、添付資料P.25「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  ： 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） 23年3月期 51,796 株 22年3月期 50,276 株
② 期末自己株式数 23年3月期 ― 株 22年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 50,548 株 22年3月期 50,263 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了していません。 

※ 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。 
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(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、経済対策効果や新興国の経済成長により緩やかな回復基調がみられつつも、

依然と続く厳しい雇用、欧州の財政不安、為替の変動、デフレの継続などの懸念要因もあり、景気の先行きについ

ては不透明な情況のまま推移しました。本年３月に発生しました東日本大震災により、地震による被害に加え、大

津波及び原発事故による歴史上類まれな人的・物的被害をもたらし、わが国経済の今後の景気動向をより不透明に

することとなりました。 

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した。 

このような状況の中で、当社は、依然続く高価格帯の商品需要の鈍化に対し、低価格帯の商品をさらに充実させ

ることで顧客の商品選択肢の拡大を更に行いました。ホテルやレストラン等で飲まれる顧客も徐々に戻る中での卸

しの需要増、さらに、これらの顧客を含めて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。東日本大震災の影響により

３月の売上は前年同月に対し減少したものの、従業員の人的被害もなく、ワインショップ、営業所、保管倉庫など

事業運営に支障をきたす事象は発生しておりません。 

売上高は、11,914百万円（前年同期比8.9％増）となり、営業利益は、1,188百万円（前年同期比99.3％増）とな

りました。売上高は、販売商品が低価格帯が増加したもののエクスクルーシブ商品及び販売本数の増加により増収

となりました。 

営業利益は、売上高増収の要因でもあったエクスクルーシブ商品の販売増及び円高による原価率改善により、売

上総利益が増加し、販売費及び一般管理費の増加分を吸収した結果、99.3％増の増益となりました。 

経常利益は、835百万円（前年同期比64.9％増）となりました。これは当期末日と前期末日の為替予約時価評価

の洗替えによる為替差益394百万円及び決済等の為替差損753百万円による為替差損358百万円を計上したことによる

ものです。 

当期純利益は、MBOに伴う公開買付関連費用102百万円等を特別損失として計上した結果、284百万円（前年同期

比21.4％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①ショップ 

 売上高は、6,470百万円（前年同期比8.5％増）となりました。当期の新規出店は、シンガポールにワインショ

ップ・エノテカシンガポール髙島屋店、日本国内では、ワインショップ・エノテカ金沢・香林坊大和店、ワインシ

ョップ・エノテカ富山大和店、ワインショップ・エノテカJR博多シティー店を、ワインショップ・エノテカ玉川髙

島屋ＳＣ店をワインショップ・エノテカ二子玉川東急フードショーとして移転し、既存店も順調に売上に貢献しま

した。 

②卸し営業 

 売上高は、4,094百万円（前年同期比14.8％増）となりました。販売商品は、依然低価格帯が主流となってお

りますが、既存取引先との取引拡充及び新規取引先を開拓することにより、販売本数が大幅に増加し、順調に売上

高を確保することができました。 

③通販 

 売上高は、1,349百万円（前年同期比4.5％減）となりました。国内プリムール売上高は、前年同期のプリムー

ル（2006年ヴィンテージ）売上249百万円に対し、当期のプリムール（2007年ヴィンテージ）売上117百万円で131百

万円減少しておりますが、当該減少額は、年初売上計画に既に見込んでおりました。一方、通常売上はインターネ

ットによる自社及び他社サイトを利用したウェブ・サイト販売が順調に推移しました。  

  

(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1,167百万円増加し、12,779百万円となりました。 

現金及び預金705百万円の増加、商品264百万円の増加、関連会社株式230百万円の増加等があった一方で、長期

前払費用27百万円の減少、敷金及び保証金22百万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903百万円増加し、7,794百万円となりました。 

未払法人税等299百万円の増加、前受金547百万円の増加、長期借入金420百万円の増加等があった一方で、為替

予約401百万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263百万円増加し、4,984百万円となりました。当期純利益284百万

円計上、資本金16百万円及び資本剰余金16百万円の増加、配当金の支払55百万円があったことによるものです。 

１．経営成績



  

（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681百万円増加し、当事業年度末には3,533百万円

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、856百万円の収入（前年同期は1,020百万円の収入）となりました。 

これは主に、税引前当期純利益615百万円の計上（前年同期は458百万円計上）、減価償却費131百万円の計上（前

年同期は136百万円計上）、支払利息75百万円の計上（前年同期は76百万円計上）があったことによるものです。

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、510百万円の支出（前年同期は14百万円の収入）となりました。  

 これは主に、定期預金の預入による支出365百万円（前年同期は621百万円）、有形固定資産の取得による支出

154百万円（前年同期は94百万円）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、442百万円の収入（前年同期は1,028百万円の支出）となりました。 

 これは主に、長期借入れによる収入1,800百万円（前年同期は900百万円）があった一方、長期借入金の返済によ

る支出1,246百万円（前年同期は1,194百万円）、社債の償還による支出80百万円（前年同期は680百万円）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

針としておりましたが、バッカス株式会社の公開買付けへの応募を推奨したため、株主の皆様の間での公平性を

確保する観点から、平成23年３月期の期末配当は無配としております。  

(4）事業等のリスク 

近の有価証券報告書（平成22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22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22年３月期決算短信（平成22年５月13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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,192,058 3,897,851

売掛金 974,478 1,031,578

商品 2,592,145 2,856,365

未着商品 719,902 586,781

貯蔵品 21,435 25,544

前渡金 1,823,699 1,827,467

前払費用 23,688 23,192

繰延税金資産 77,771 103,447

未収還付法人税等 5,617 －

未収入金 － 129,968

その他 104,846 5,413

貸倒引当金 △3,995 △4,199

流動資産合計 9,531,649 10,483,410

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  1,244,680 ※1  1,317,427

減価償却累計額 △384,061 △462,499

建物（純額） 860,619 854,927

構築物 2,184 2,184

減価償却累計額 △452 △668

構築物（純額） 1,732 1,515

工具、器具及び備品 173,467 181,648

減価償却累計額 △74,457 △88,535

工具、器具及び備品（純額） 99,009 93,113

土地 ※1  754,353 ※1  765,025

建設仮勘定 300 16,230

有形固定資産合計 1,716,015 1,730,811

無形固定資産   

ソフトウエア 29,802 22,970

電話加入権 4,470 4,470

その他 － 1,933

無形固定資産合計 34,272 29,374

投資その他の資産   

破産更生債権等 6,343 4,465

投資有価証券 35,000 46,800

関係会社株式 30,930 261,089

長期前払費用 49,776 22,320

敷金及び保証金 204,704 182,350

出資金 10 10

その他 9,408 22,933

貸倒引当金 △6,343 △4,465

投資その他の資産合計 329,828 535,504

固定資産合計 2,080,116 2,295,690

資産合計 11,611,766 12,779,100



（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

輸入支払手形 37,128 4,147

買掛金 728,322 826,643

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,075,000 ※1  1,207,856

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

未払金 285,587 296,870

設備関係未払金 41,724 36,268

未払費用 81,529 84,300

未払法人税等 36,839 336,136

未払消費税等 100,442 454

前受金 303,170 850,274

預り金 16,194 17,655

前受収益 2,193 2,193

為替予約 701,324 299,642

賞与引当金 79,891 75,635

ポイント引当金 24,003 25,151

その他 1,771 2,614

流動負債合計 3,595,122 4,145,844

固定負債   

社債 100,000 20,000

長期借入金 ※1  2,832,500 ※1  3,253,216

退職給付引当金 139,227 149,601

役員退職慰労引当金 177,096 202,448

預り敷金・保証金 43,473 19,473

その他 3,223 3,877

固定負債合計 3,295,521 3,648,617

負債合計 6,890,643 7,794,462

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,645,468 1,661,666

資本剰余金   

資本準備金 1,635,468 1,651,666

資本剰余金合計 1,635,468 1,651,666

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 1,144,378 1,373,264

利益剰余金合計 1,444,378 1,673,264

株主資本合計 4,725,315 4,986,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △1,957

繰延ヘッジ損益 △4,192 －

評価・換算差額等合計 △4,192 △1,957

純資産合計 4,721,122 4,984,638

負債純資産合計 11,611,766 12,779,100



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 10,945,573 11,914,626

売上原価   

商品期首たな卸高 3,340,802 2,592,145

当期商品仕入高 5,544,911 6,577,467

合計 8,885,713 9,169,613

商品期末たな卸高 2,592,145 2,856,365

ポイント引当金繰入額 10,392 9,408

商品売上原価 6,303,961 6,322,656

売上総利益 4,641,612 5,591,969

販売費及び一般管理費 ※1  4,045,279 ※1  4,403,513

営業利益 596,332 1,188,456

営業外収益   

受取利息 2,213 1,474

家賃収入 14,325 25,063

受取手数料 49,606 52,978

その他 12,106 5,783

営業外収益合計 78,252 85,300

営業外費用   

支払利息 76,344 75,347

社債利息 5,459 1,027

支払保証料 3,217 1,466

為替差損 80,419 358,991

その他 2,721 1,728

営業外費用合計 168,162 438,561

経常利益 506,423 835,194

特別損失   

固定資産除却損 ※2  2,807 ※2  8,957

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,857

減損損失 ※3  44,636 ※3  49,640

投資有価証券評価損 － 34,999

公開買付関連費用 － 102,897

その他 － 12,989

特別損失合計 47,443 219,342

税引前当期純利益 458,979 615,852

法人税、住民税及び事業税 27,907 358,873

法人税等調整額 197,048 △27,209

法人税等合計 224,955 331,663

当期純利益 234,023 284,189



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,645,293 1,645,468

当期変動額   

新株の発行 175 16,197

当期変動額合計 175 16,197

当期末残高 1,645,468 1,661,666

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,635,293 1,635,468

当期変動額   

新株の発行 175 16,197

当期変動額合計 175 16,197

当期末残高 1,635,468 1,651,666

資本剰余金合計   

前期末残高 1,635,293 1,635,468

当期変動額   

新株の発行 175 16,197

当期変動額合計 175 16,197

当期末残高 1,635,468 1,651,666

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 960,610 1,144,378

当期変動額   

剰余金の配当 △50,256 △55,303

当期純利益 234,023 284,189

当期変動額合計 183,767 228,885

当期末残高 1,144,378 1,373,264

利益剰余金合計   

前期末残高 1,260,610 1,444,378

当期変動額   

剰余金の配当 △50,256 △55,303

当期純利益 234,023 284,189

当期変動額合計 183,767 228,885

当期末残高 1,444,378 1,673,264



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 4,541,197 4,725,315

当期変動額   

新株の発行 350 32,395

剰余金の配当 △50,256 △55,303

当期純利益 234,023 284,189

当期変動額合計 184,117 261,280

当期末残高 4,725,315 4,986,596

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

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） － △1,957

当期変動額合計 － △1,957

当期末残高 － △1,957

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △4,192

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,192 4,192

当期変動額合計 △4,192 4,192

当期末残高 △4,192 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － △4,192

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,192 2,235

当期変動額合計 △4,192 2,235

当期末残高 △4,192 △1,957

純資産合計   

前期末残高 4,541,197 4,721,122

当期変動額   

新株の発行 350 32,395

剰余金の配当 △50,256 △55,303

当期純利益 234,023 284,189

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,192 2,235

当期変動額合計 179,925 263,515

当期末残高 4,721,122 4,984,638



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 458,979 615,852

減価償却費 136,147 131,060

減損損失 44,636 49,640

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,857

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,575 10,373

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,257 25,352

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,967 △4,255

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,239 △1,674

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,055 1,148

受取利息 △2,213 △1,474

支払利息 76,344 75,347

為替差損益（△は益） 4,081 107,878

社債利息 5,459 1,027

支払保証料 3,217 1,466

公開買付関連費用 － 102,897

有形固定資産除却損 2,807 8,957

投資有価証券評価損益（△は益） － 34,999

デリバティブ評価損益（△は益） △433 －

売上債権の増減額（△は増加） △256,785 490,004

たな卸資産の増減額（△は増加） 425,146 △135,205

仕入債務の増減額（△は減少） △68,854 △422,402

未払金の増減額（△は減少） 3,884 △12,699

未払消費税等の増減額（△は減少） 86,207 △99,987

その他 △61,054 △8,107

小計 901,730 980,055

利息及び配当金の受取額 2,589 2,072

利息の支払額 △84,232 △76,353

法人税等の支払額 △22,581 △54,760

法人税等の還付額 222,950 5,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,020,455 856,535

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 △621,807 △365,204

定期預金の払戻による収入 815,112 341,003

有形固定資産の取得による支出 △94,050 △154,703

無形固定資産の取得による支出 △13,907 △9,339

投資有価証券の取得による支出 △35,000 △50,100

関係会社株式の取得による支出 △30,930 △230,159

敷金及び保証金の差入による支出 △8,214 △17,845

敷金及び保証金の回収による収入 1,140 3,400

敷金の返還による支出 △5,635 －

敷金の預りによる収入 18,473 －

その他 △10,662 △27,675

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,519 △510,624



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 900,000 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △1,194,600 △1,246,428

社債の償還による支出 △680,000 △80,000

割賦債務の返済による支出 △1,084 －

株式の発行による収入 350 32,395

配当金の支払額 △50,475 △54,552

その他 △3,186 △9,046

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,028,997 442,368

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,364 △106,688

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,613 681,591

現金及び現金同等物の期首残高 2,849,241 2,851,855

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,851,855 ※1  3,533,446



 該当事項はありません。  

   

  

(５）継続企業の前提に関する注記

(６）重要な会計方針

項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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  

 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 

時価のあるもの  

――――――― 

  

  

  

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。  

(1）関係会社株式  

同左 

  

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

   決算日の市場価額に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。 

時価のないもの 

同左  

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。 

(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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

 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。

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (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 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 



   

項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (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。  

(3）ヘッジ方針 

同左 

  (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。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左    

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 



  

  

  

(７）会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

―――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用方針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより、当事業年度の営業利益及び経常利益は

1,637千円減少し、税引前当期純利益は11,494千円減少し

ております。  

(８）表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

―――――― （貸借対照表） 

 前期まで流動資産の「その他」に含めて表示しており

ました「未収入金」は、当期において、資産の総額の100

分の１を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期末の「未収入金」は92,181千円でありま

す。 

(９）注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23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 千円283,854

土地  34,050

合計  317,904

建物 千円273,644

土地  34,050

合計  307,694

 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     千円30,000

長期借入金  307,500

合計  337,500

１年内返済予定の長期借入金     千円30,000

長期借入金  277,500

合計  307,500



  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

※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

※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。 

89.1

10.9

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

給与手当      千円1,073,886

賞与引当金繰入額  75,635

役員退職慰労引当金繰入額  25,352

退職給付費用  42,198

貸倒引当金繰入額  203

地代家賃  660,317

運賃  341,898

支払手数料  209,394

減価償却費  131,060

※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

※２ 固定資産除却損は、建物 千円、工具、器具及

び備品 千円、長期前払費用 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。 

5,308

1,332 1,943

373

 場所  用途  種類 

ワインショップ・エノ

テカ 仙台藤崎店 

（宮城県仙台市）  

 店舗用設備 

建物、工具、器具

及び備品、リース

資産、その他 

羽田空港店 

（東京都大田区）  
 店舗用設備 

工具、器具及び備

品 

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 

（東京都港区） 

 店舗用設備 

建物、工具、器具

及び備品、リース

資産 

レ・カーヴ・タイユヴ

ァン大阪髙島屋店 

（大阪府大阪市） 

 店舗用設備 

工具、器具及び備

品、リース資産、

その他 

シンガポール 

（シンガポール） 
 事務所用設備 

建物、工具、器具

及び備品 



  

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

   当事業年度において、店舗売上減少等により、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（49,640千円）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 

仙台藤崎店21,411千円（内、建物4,919千円、工具、

器具及び備品693千円、リース資産2,297千円、その他

13,501千円）、羽田空港店2,669千円（内、工具、器

具及び備品2,669千円）、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17,758千円

（内、建物8,652千円、工具、器具及び備品7,536千

円、リース資産1,569千円）、レ・カーヴ・タイユヴ

ァン大阪髙島屋店5,348千円（内、工具、器具及び備

品656千円、リース資産66千円、その他4,625千円）、

シンガポール2,453千円（内、建物2,355千円、工具、

器具及び備品97千円）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。 



前事業年度（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         

  

（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）  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



当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23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1,520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1,520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 

        該当事項はありません。 

  

  
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）  50,276  1,520  －  51,796

合計  50,276  1,520  －  51,796

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22年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  55,303 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。 

  

当事業年度（平成23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261,089千円）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    

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23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22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在）

  （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

  （千円）

現金及び預金勘定  3,897,851

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金 
 △364,404

現金及び現金同等物  3,533,446

（有価証券関係）

  種類 
貸借対照表計上額 

（千円） 
取得原価（千円） 差額（千円） 

貸借対照表計上額が取

得原価を超えるもの 

（1）株式  －  －  －

（2）債権  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

貸借対照表計上額が取

得原価を超えないもの 

（1）株式  46,800  50,100  △3,300

（2）債権  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  46,800  50,100  △3,300

 合計  46,800  50,100  △3,300



前事業年度（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 

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  

  

（デリバティブ取引関係）

区分 取引の種類 

前事業年度（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。 

ヘッジ会計の方法 取引の種類
 

 主なヘッジ対象 
  

前事業年度（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。 

ヘッジ会計の方法 取引の種類
 

 主なヘッジ対象 
  

前事業年度（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。  

  



当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引  

金利関連  

   

前事業年度（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。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

区分 取引の種類 

当事業年度（平成23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 
 34,756,900 3,568,800 △166,702 △166,702

クーポンスワップ取引 

受取米ドル・支払円 
 17,272,132 6,866,875 △132,940 △132,940

 （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。 

ヘッジ会計の方法 取引の種類
 

 主なヘッジ対象 
  

当事業年度（平成23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 620,000 380,000 (※)

 （※） 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）



当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社はワインを輸入・販売しております。本社にワイン事業本部を置き、販売サポート室は、取り扱う商

品・サービス・業態について国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部を中核とした商品・サービス・業態別のセグメントから構成されており、

「ショップ」、「卸し営業」及び「通販サービス」の３つを報告セグメントとしております。 

 「ショップ」は直営ワイン専門店を全国主要都市及び海外都市・香港に展開しております。「卸し営業」

は全国の有名百貨店、高級スーパー、高級ホテル及び全国有名レストラン等に自社直輸入のワインを納入し

ております。「通販サービス」は、当社のホームページや他社ウェブ・サイト上のショッピングモールを通

じて、インターネットを中心とした通信販売を行っております。  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と同一でありま

す。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年3月31日）  

  （注）１．調整額は以下のとおりであります。 

      （１）セグメント資産の調整額は、主に報告セグメントに配分していない全社資産であります。 

      （２）減価償却費の調整額は、本社管理部門に係る金額であります。 

      （３）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社管理部門資産に係る金額であります。 

     ２．減価償却費、有形固定資産及び無形固定資産の増加額には長期前払費用が含まれております。 

     ３．セグメント利益の合計額は、損益計算書の営業利益と一致しております。 

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注１） 

財務諸表 
計上額 

ショップ 卸し営業 
通販 

サービス 
計 

売上高            

外部顧客への売上高  6,470,377  4,094,644  1,349,604  11,914,626  －  11,914,626

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  6,470,377  4,094,644  1,349,604  11,914,626  －  11,914,626

セグメント利益（注３）  276,569  678,467  233,418  1,188,456  －  1,188,456

セグメント資産   962,202  674,749  27,345  1,664,298  11,114,802  12,779,100

その他の項目   

 減価償却費（注２）  73,680  6,726  2,210  82,618  48,441  131,060

有形固定資産及び無形固定資

産の増加額（注２） 
 114,561  681  －  115,242  54,465  169,707



当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

  セグメント情報の中で同様の情報が開示されているため、記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

  本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2）有形固定資産 

  本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載

 を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 損益計算書の売上高に占める割合が10％を超える顧客がないため、記載を省略しております。  

  

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 （単位：千円）

  

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。   

   

当事業年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 当事業年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27 

日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20 

年３月21日）を適用しております。 

ｂ．関連情報

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  ショップ 卸し営業 通販サービス 合計 

減損損失  49,640  －  －  49,640

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



   

 （注） １株当たり当期純利益金額、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。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 円 96,235.98

１株当たり当期純利益金額   円 5,622.16

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

円 4,567.47 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額 

円 5,528.86

  
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  234,023  284,189

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（千円）  234,023  284,189

期中平均株式数（株）  50,263  50,548

      

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  853

（うち新株予約権）                 ( ） 974                 ( ） 853

（重要な後発事象）



(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
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