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1.  平成25年3月期の業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日）

(2) 財政状態

(注)25年３月期事業年度より、「損益計算書関係の表示方法の変更」を行ったため、24年３月期について、当該表示方法の変更を反映した遡及適用及び組替後
の数値を記載しております。また、24年３月期の対前期増減率は、23年３月期の遡及適用前の数値と24年３月期の遡及適用及び組替後の数値に基づいて算定
しております。

(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 ％

25年3月期 10,565 △2.4 209 339.5 74 ― 113 ―
24年3月期 10,823 13.5 47 ― △90 ― △212 ―

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 ％ ％ ％

25年3月期 4.41 ― 1.7 0.6 2.0
24年3月期 △9.24 ― △3.3 △0.9 0.4

（参考） 持分法投資損益 25年3月期 ―百万円 24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

25年3月期 11,960 6,892 57.6 253.24
24年3月期 11,266 6,355 56.4 275.69

（参考） 自己資本 25年3月期 6,892百万円 24年3月期 6,355百万円

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

25年3月期 186 413 △91 1,228
24年3月期 △1,716 △335 1,995 721

2.  配当の状況

（注）平成26年3月期の期末配当につきましては、現時点では未定であります。

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）平成26年3月期第2四半期(累計)の業績予想につきましては、現時点では未定であります。

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) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 8,600 81.4 390 186.6 240 324.3 130 115.0 4.78
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※  注記事項
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（注）「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第8条の3の6（会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合）に該当
するものであります。詳細は、添付資料14ページ「4.財務諸表（5）財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。

(2) 発行済株式数（普通株式）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 有
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 27,230,825 株 24年3月期 24,654,825 株
② 期末自己株式数 25年3月期 13,390 株 24年3月期 1,601,231 株

③ 期中平均株式数 25年3月期 25,825,479 株 24年3月期 23,054,580 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
了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料P2「経営成績に関する分析」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

当事業年度におけるわが国経済は、東日本大震災関連の復興需要や絆需要により穏やかな景気改善の動きがみ

られたものの、欧州の債務危機や新興国のインフレによる世界経済の減速、円高や原油の高騰等により、景気の

先行きは依然として不透明な状況が続きました。昨年末の政権交代後の円安進行により株式相場が高騰し、個人

消費に底堅さが見られるようになりましたが、所得・雇用面の回復は遅れており、景気回復の持続性について不

安を伴う状況となっております。

宝飾品小売業界におきましては、絆需要を背景に一部に回復の兆しが見られますが、所得・雇用面の回復が遅

れており、個人消費は力強さを欠いております。また、顧客需要の多様化により、業界内の価格や品揃え競争が

激化し、経営環境は非常に厳しい状況が続いております。

このような状況のもと、営業体制の再編やＣＲＭの活用、店頭催事・地域催事等の強化等により収益力の向上

を図り、安定的な収益の確保に取り組んでまいりました。

店舗面におきましては、当事業年度に宝飾事業にて１店舗の新規出店及び４店舗の退店を実施し、店舗のスク

ラップアンドビルドを進めるとともに、アクセサリーの新業態店「ＭｉＭｉＫａＺａＲｉ」を２店舗新規出店

し、お客様の多様なニーズへの対応をすすめました。

また、今後のＰＡＮＤＯＲＡ事業の戦略について、PANDORA Jewelry Asia-Pacific Limited（以下、PAP社）と

協議を重ねて参りました結果、平成25年３月31日をもちましてフランチャイズ契約を合意解約することとなりま

した。これに伴い、７店舗をPAP社に譲渡し、６店舗を３月31日にて閉店し、残りの７店舗につきましてはデベロ

ッパー等と協議する中、なるべく速やかに閉店することとなりました。

以上の結果、当事業年度の売上高は、10,565百万円（前期比2.4%減）となりました。損益面につきましては、

オペレーションの効率化により営業利益209百万円（前期比339.6%増）となり、経常利益は74百万円（前期は90百

万円の経常損失）となりました。特別損益につきましては、ブランド事業のフランチャイズ契約終了に伴う閉店

や宝飾事業の不採算店舗の閉店等に係る受取補償金201百万円（関連費用差引後）を計上し、当期純利益は113百

万円（前期は212百万円の当期純損失）となりました。

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

[宝飾事業]

当事業年度の宝飾事業の外部顧客に対する売上高は、9,306百万円（前期比10.1％減）となり、セグメント利益

は1,208百万円（前期比8.8％減）となりました。

[ブランド事業]

当事業年度のブランド事業の外部顧客に対する売上高は、1,258百万円（前期比168.8％増）となり、セグメン

ト損失は145百万円（前期比67.1％減）となりました。

② 次期の見通し

次期につきましては、電力不足懸念と電気料金値上げや原油高騰、円安等による原材料価格の上昇、消費税増

税に対する個人消費の生活防衛反応などが予測され、個人消費の本格的な回復は望めず、宝飾品小売業界におい

ては、より一層厳しい経営環境が続くものと思われます。

このような状況のもと、当社は、宝飾事業においては、お客様のニーズを取り入れた営業活動に注力し引き続

き知名度の向上を目的としたマーケティング活動と新規ブランドの投入、有力な商業施設への出店により、売上

高の向上を図ってまりいます。

次期の見通しにつきましては、売上高8,600百万円（前期比18.5％減）、営業利益390百万円（前期比86.6％

増）、経常利益240百万円（前期比224.3％増）、当期純利益130百万円（前期比15.0％増）を見込んでおります。

（２）財政状態に関する分析

①資産・負債及び純資産の状況

（資産）

当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比べ 百万円（ ％）増加し、 百万円と

なりました。これは主に、前渡金が 百万円、現金及び預金が 百万円及び受取手形が 百万円増加ことによ

るものであります。

当事業年度末における固定資産の残高は、前事業年度末と比べ 百万円（ ％）減少し、 百万円と

なりました。これは主に、建物が 百万円及び工具、器具及び備品が 百万円、敷金・差入保証金が 百万円

及び投資有価証券が 百万円減少したことによるものであります。

（負債）

当事業年度末における負債合計の残高は、前事業年度末と比べ 百万円（ ％）増加し、 百万円となり

１．経営成績・財政状態に関する分析

1,109 12.3 10,124

395 71 415

415 △18.4 1,836

112 124 25

112

157 3.1 5,068
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ました。これは主に、短期借入金が 百万円減少したものの、買掛金が 百万円増加したことによるものであ

ります。

（純資産）

当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末と比べ 百万円（ ％）増加し、 百万円となりま

した。これは主に、当期純利益 百万円の計上によるものであります。

491 266

537 8.4 6,892

113
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②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（以下「資金」という。）の残高は、前事業年度末に比べ 百万円

（ ％）増加し、 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。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における営業活動による資金の増加は 百万円（前期は 百万円の減少）となりました。これ

は主に、税引前当期純利益を計上したことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動による資金の増加は 百万円（前期は 百万円の減少）となりました。これは

主に、定期預金の預入による支出2,284百万円があったものの、定期預金の払戻による収入2,706百万円があった

ことによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における財務活動による資金の減少は 百万円（前期は 百万円の増加）となりました。これは

主に、短期借入金の減少 百万円によるものであります。

なお、当社のキャッシュ・フロー指標は、次のとおりであります。

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済普通株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

※キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

※平成22年３月期から平成24年３月期まではキャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有

利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。

（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、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつとして位置づけております。安定的な配当の維持

並びに将来の事業展開に備えた内部留保の充実、財務体質の強化等の必要性を考慮し、判断・決定していくこと

としております。

当期の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

次期の配当は未定でありますが、今後も経営成績、収益力向上に向けた事業資源のための内部留保及び経営環境

などを勘案しつつ、安定的かつ継続的な配当その他株主還元策を検討してまいる所存であります。

507

70.3 1,228

186 1,716

413 335

91 1,995

91

平成25年３月期 平成24年３月期 平成23年３月期
（参考）

平成22年３月期

自己資本比率 ％57.6 ％56.4 ％68.5 ％70.3

時価ベースの自己資本比率 ％20.0 ％19.4 ％22.6 ％15.1

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 年13.9 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 倍2.2 － － －
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（４）事業等のリスク

当社の事業等において、投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下のとおりでありま

す。

（賃借した建物の継続的使用について）

当社は、新規出店の際に賃貸借契約書を法人または個人と締結いたします。当該法人または個人が破綻等の危

機に陥り、契約の継続が困難になった場合には当社の業績に影響を与える可能性があります。

（出店保証金の回収について）

当社は、新規出店の際に営業保証金、敷金を法人または個人に支払う場合があります。当該法人または個人が

破綻等の危機に陥ることによって営業保証金、敷金の回収が困難になった場合には当社の業績及び財務状況に影

響を与える可能性があります。

（人材の確保・育成について）

当社は、新規出店等に伴う人材の確保・育成については、採用を適時行うとともに、従業員教育の専門部署に

よる教育を行っております。しかしながら優秀な販売員の育成には時間がかかるため、店舗要員の確保の面にお

いて当社の業績に影響を与える可能性があります。

（個人情報の管理について）

当社においては、情報管理責任者を設置して情報管理を行っておりますが、何らかの予想外の原因により情報

が流出した場合には、当社に対する社会的信用を失うことになり、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能

性があります。

（災害等の発生による影響について）

当社は、国内において店舗または事務所の施設を保有しており、これらの施設が災害や犯罪等の発生による被

害を受ける可能性があり、その程度によっては、当社の業績及び財務状況に影響を与える可能性があります。

（情報システムの障害について）

当社は、店舗及び事務所においてＶＰＮ（バーチャル・プライベート・ネットワーク）を構築し、業務に利用

しておりますが、これらの施設のネットワーク障害や災害による機器の破損などの被害を被る可能性があり、そ

の程度によっては業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

（５）継続企業の前提に関する重要事象等

当社は、当事業年度において209百万円の営業利益を計上しており、前期も営業利益を計上しておりますが、営

業活動によるキャッシュ・フローについては、当事業年度はプラスとなっておりますが、前事業年度まで４期連

続してマイナスとなっており、当該状況により継続企業の前提に関する重要な事象等が存在しております。

当該状況を解消すべく、ダイヤモンド専門店化と営業組織の強化を骨子とした新中期経営計画を策定し、計画

の達成に向け取り組むことで収益力の回復を図ってまいりました。また、平成24年５月にアストン ラグジュアリ

ー グループ リミテッドを相手先とする400百万円の短期借入を行い、平成24年７月に株式会社ゴードン・ブラザ

ーズ・ジャパン及びＮＥＣキャピタルソリューション株式会社と総貸付極度額2,000百万円の融資契約を締結し総

額1,600百万円を借入れ、日本ＧＥ株式会社の借入金額を返済し融資契約を解除しました。

更に平成24年８月には、400百万円の短期借入を行ったアストン・ラグジュアリーグループ・リミテッドとの間

で、資本業務締結契約を締結し、同社を割当先とする第三者割当増資を行い、400百万円の短期借入のうち399百

万円を資本金及び資本剰余金に充当しております。

以上の結果、継続企業の前提に関する重要な不確実性は、認められないものと判断しております。
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当社は、宝飾品等の小売販売及び卸売販売を行っております。

当社及び関係会社の事業系統図は次のとおりであります。

（注）図の内容は平成25年３月31日現在の状況であります。

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針、（２）目標とする経営指標、（３）中長期的な経営戦略及び会社の対処すべき課題

以上の３項目につきましては、平成23年3月期決算短信（平成23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.verite.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

３．経営方針
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４．財務諸表
（１）貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,016 2,088

受取手形 199 615

売掛金 886 1,037

商品 5,292 5,268

貯蔵品 41 32

前渡金 31 426

前払費用 41 53

未収入金 128 220

預け金 396 378

その他 1 3

貸倒引当金 △21 △0

流動資産合計 9,014 10,124

固定資産

有形固定資産

建物 425 321

減価償却累計額 △196 △205

建物（純額） 228 116

機械及び装置 0 0

減価償却累計額 △0 △0

機械及び装置（純額） 0 0

工具、器具及び備品 520 403

減価償却累計額 △290 △298

工具、器具及び備品（純額） 230 105

土地 98 98

建設仮勘定 6 －

有形固定資産合計 564 320

無形固定資産

商標権 1 1

ソフトウエア 21 12

無形固定資産合計 22 13

投資その他の資産

投資有価証券 149 37

出資金 2 0

破産更生債権等 4 4

長期前払費用 36 14

敷金・差入保証金 1,261 1,235

長期預金 200 200

その他 25 24

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 1,665 1,502

固定資産合計 2,252 1,836

資産合計 11,266 11,960
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年３月31日)

当事業年度
(平成25年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形 556 615

買掛金 443 709

短期借入金 2,891 2,600

未払金 280 542

未払費用 175 166

未払法人税等 72 78

前受金 41 32

預り金 13 8

返品調整引当金 28 23

資産除去債務 1 1

その他 － 0

流動負債合計 4,503 4,778

固定負債

長期借入金 200 －

繰延税金負債 0 0

退職給付引当金 175 258

ポイント引当金 27 25

資産除去債務 4 4

固定負債合計 407 289

負債合計 4,911 5,068

純資産の部

株主資本

資本金 3,772 3,972

資本剰余金

資本準備金 3,521 3,721

その他資本剰余金 530 206

資本剰余金合計 4,052 3,928

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △1,123 △1,009

利益剰余金合計 △1,123 △1,009

自己株式 △326 △2

株主資本合計 6,375 6,888

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △19 4

評価・換算差額等合計 △19 4

純資産合計 6,355 6,892

負債純資産合計 11,266 11,960
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（２）損益計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 10,823 10,565

売上原価

商品期首たな卸高 4,459 5,292

当期商品仕入高 6,140 4,857

合計 10,600 10,150

他勘定振替高 39 40

商品期末たな卸高 5,292 5,268

商品売上原価 5,268 4,841

売上総利益 5,555 5,723

返品調整引当金戻入額 4

返品調整引当金繰入額 9

差引売上総利益 5,545 5,728

販売費及び一般管理費 5,497 5,518

営業利益 47 209

営業外収益

受取利息 1 0

有価証券売却益 － 2

協賛金収入 － 23

雑収入 13 8

その他 5 0

営業外収益合計 20 35

営業外費用

支払利息 60 77

手形売却損 5 4

たな卸資産処分損 13 4

為替差損 11 19

投資事業組合等投資損失 4 1

支払手数料 57 55

その他 6 6

営業外費用合計 158 169

経常利益又は経常損失（△） △90 74

特別利益

受取補償金 － 201

特別利益 － 201

特別損失

店舗撤退損 20 13

投資有価証券評価損 － 78

減損損失 44 7

その他 1 －

特別損失合計 66 99

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △156 176

法人税、住民税及び事業税 55 62

法人税等調整額 0 0

法人税等合計 56 62

当期純利益又は当期純損失（△） △212 113

㈱ベリテ （9904） 平成25年3月期 決算短信（非連結）



（３）株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,772 3,772

当期変動額

新株の発行 － 199

当期変動額合計 － 199

当期末残高 3,772 3,972

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 3,521 3,521

当期変動額

新株の発行 － 199

当期変動額合計 － 199

当期末残高 3,521 3,721

その他資本剰余金

当期首残高 530 530

当期変動額

自己株式の処分 － △324

当期変動額合計 － △324

当期末残高 530 206

資本剰余金合計

当期首残高 4,052 4,052

当期変動額

新株の発行 － 199

自己株式の処分 － △324

当期変動額合計 － △124

当期末残高 4,052 3,928

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 △910 △1,123

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △212 113

当期変動額合計 △212 113

当期末残高 △1,123 △1,009

利益剰余金合計

当期首残高 △910 △1,123

当期変動額

当期純利益又は当期純損失（△） △212 113

当期変動額合計 △212 113

当期末残高 △1,123 △1,009

自己株式

当期首残高 △326 △326

当期変動額

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － 324

当期変動額合計 △0 323

当期末残高 △326 △2

株主資本合計

当期首残高 6,588 6,375
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（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当期変動額

新株の発行 － 399

当期純利益又は当期純損失（△） △212 113

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － －

当期変動額合計 △213 513

当期末残高 6,375 6,888

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 △19 △19

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 23

当期変動額合計 0 23

当期末残高 △19 4

評価・換算差額等合計

当期首残高 △19 △19

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 23

当期変動額合計 0 23

当期末残高 △19 4

純資産合計

当期首残高 6,568 6,355

当期変動額

新株の発行 － 399

当期純利益又は当期純損失（△） △212 113

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 23

当期変動額合計 △212 537

当期末残高 6,355 6,892
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（４）キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前事業年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当事業年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25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（△） △156 176

減価償却費 153 147

減損損失 44 7

店舗撤退損 20 13

投資有価証券評価損益（△は益） － 78

有価証券売却損益（△は益） － △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 △21

返品調整引当金の増減額（△は減少） 9 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59 83

ポイント引当金の増減額（△は減少） △15 △1

為替差損益（△は益） 11 14

支払手数料 57 55

支払利息 60 77

売上債権の増減額（△は増加） △586 △566

たな卸資産の増減額（△は増加） △826 33

仕入債務の増減額（△は減少） △276 324

その他 △160 △20

小計 △1,599 396

支払手数料の支払額 △64 △65

利息の支払額 △54 △83

法人税等の支払額 △54 △57

その他 56 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,716 186

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 △2,339 △2,284

定期預金の払戻による収入 2,207 2,706

有価証券の売却による収入 － 3

有形固定資産の取得による支出 △378 △69

無形固定資産の取得による支出 △13 －

敷金・差入保証金の差入による支出 △58 △174

敷金・差入保証金の回収による収入 275 199

その他 △29 31

投資活動によるキャッシュ・フロー △335 413

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,996 △91

自己株式の取得による支出 － △0

その他 △0 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,995 △91

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △62 507

現金及び現金同等物の期首残高 783 721

現金及び現金同等物の期末残高 721 1,228
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該当事項はありません。

(5）財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）
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１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1）商品

主として個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）。

一定期間経過後、正味売却価額まで帳簿価格を切り下げていく見積り方法。

(2）貯蔵品

最終仕入原価法。

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）については定額法）。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 ３年～39年

機械及び装置 ３年

工具、器具及び備品 ２年～20年

(2）無形固定資産

定額法。

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法。

(3）長期前払費用

定額法。

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換算し、換算差額は損益として処理しております。

６．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

売上債権等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。

(2）返品調整引当金

売上済商品の期末日後の返品損失に備えるため、過去の経験率に基づき計上しております。

(3）ポイント引当金

ポイントカード制度により顧客に付与したポイントの使用による費用負担に備えるため、当事業年度末におい

て将来使用されると見込まれる額を計上しております。

（重要な会計方針）

時価のあるもの …… 期末日の市場価格等に基づく時価法。

（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しており

ます。）

時価のないもの …… 移動平均法による原価法。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２

項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応

じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっており

ます。

デリバティブ …… 時価法。

なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しており

ます。
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(4）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及び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額法により費用

処理をしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

７．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについては、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

ａ．ヘッジ手段…金利スワップ

ｂ．ヘッジ対象…借入金の金利

(3）ヘッジ方針

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、投機目的のデリバティブ取引は行わ

ない方針であります。

(4）ヘッジの有効性評価の方法

金利スワップについては、特例処理によっているため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

手許現金、随時引き出し可能な預金及び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

ない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(2）リース取引会計基準の改正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

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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【会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更】

（減価償却方法の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益の損益に与える影響は軽微であります。 

【会計上の見積りの変更】

（たな卸資産の収益性の低下に基づく簿価切下げにおける見積り方法の変更）

たな卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額の算出方法については、サプライチェーンの整備等による戦略及びビジ

ネスモデルの変更に伴い、より実態に即した正味売却価額の見積りを行うことが可能になったため、当事業年度より、従

来の「取得年次別に管理し、原則として規則的に帳簿価額を切り下げていく見積り方法」から「一定期間経過後、正味売

却価額まで帳簿価額を切り下げていく見積り方法」に変更しております。

この変更は、当社の保有するたな卸資産の収益性の低下をより実態に即して財政状態及び経営成績に反映させるための

変更であります。

これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の売上総利益、営業利益、経常利益がそれぞれ344百万円増加し、税引

前当期純利益が344百万円増加しております。

（貸借対照表関係）

前事業年度において、「営業外収益」に計上しておりました「地金売却益」及び「受取手数料」は、取引業務拡大によ

り、業務の重要性が増したため、当事業年度より「売上高」に計上し、対応する費用を「当期商品仕入高」に計上する方

法に変更しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っており、前事業年度の貸借対照表におい

て「売掛金」822百万円、「未収入金」192百万円として表示していたものは、「売掛金」886百万円、「未収入金」128百

万円として組替えております。

（損益計算書関係）

前事業年度において、「営業外収益」に計上しておりました「地金売却益」及び「受取手数料」は、取引業務拡大によ

り、業務の重要性が増したため、当事業年度より「売上高」に計上し、対応する費用を「当期商品仕入高」に計上する方

法に変更しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っており、前事業年度の損益計算書におい

て「売上高」10,091百万円、「当期商品仕入高」5,462百万円、「地金売却益」19百万円、「受取手数料」34百万円とし

て表示していたものは、「売上高」10,823百万円、「当期商品仕入高」6,140百万円として組替えております。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度において、「営業外収益」に計上しておりました「地金売却益」及び「受取手数料」は、取引業務拡大によ

り、業務の重要性が増したため、当事業年度より「売上高」に計上し、対応する費用を「当期商品仕入高」に計上する方

法に変更しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っており、前事業年度のキャッシュ・フロ

ー計算書において「売上債権の増減額（△は増加）」△573百万円、「その他」△173百万円として表示していたものは、

「売上債権の増減額（△は増加）」△586百万円、「その他」△160百万円として組替えております。

（会計方針の変更）

（表示方法の変更）

㈱ベリテ （9904） 平成25年3月期 決算短信（非連結）



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、事業を展開する分野別に事業部門を設置し、仕入・販売の一貫した事業活動を展開しており、

この事業部門を基準として、「宝飾事業」と「ブランド事業」の２つを事業セグメントとしています。

「宝飾事業」は、宝飾品の販売を主な事業としており、「ベリテ」「マハラジャ」の店舗を展開してお

ります。「ブランド事業」は、PANDORA Jewelry Asia-Pacific Limited（以下、PAP社）と協議を重ねて

参りました結果、平成25年３月31日をもちましてフランチャイズ契約を合意解約することとなりました。

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。

セグメント間の内部利益及び振替高はありません。

（減価償却方法の変更）

【会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更】に記載のとおり、当社は、法人税法の

改正に伴い、当事業年度より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税

法に基づく減価償却の方法に変更しております。

この変更による当事業年度の「宝飾事業」セグメント、「ブランド事業」セグメントのセグメント利益

又は損失に与える影響は軽微であります。 

（たな卸資産の収益性の低下に基づく簿価切下げにおける見積り方法の変更）

【会計上の見積りの変更】に記載のとおり、たな卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額の算出方法に

ついては、サプライチェーンの整備等による戦略及びビジネスモデルの変更に伴い、より実態に即した正

味売却価額の見積りを行うことが可能になったため、当事業年度より、従来の「取得年次別に管理し、原

則として規則的に帳簿価額を切り下げていく見積り方法」から「一定期間経過後、正味売却価額まで帳簿

価額を切り下げていく見積り方法」に変更しております。

この変更は、当社の保有するたな卸資産の収益性の低下をより実態に即して財政状態及び経営成績に反

映させるための変更であります。

これにより、従来の方法に比べて、「宝飾事業」セグメントのセグメント利益は344百万円増加してお

ります。

（表示方法の変更）

従来、「地金売却益」及び「受取手数料」は、「営業外収益」に計上しておりましたが、当事業年度よ

り「売上高」及び「セグメント利益又は損失」に計上する方法に変更しております。

この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っており、「宝飾事業」セ

グメントの前事業年度において「売上高」9,623百万円、「セグメント利益又は損失」1,273百万円、とし

て表示していたものは、「売上高」10,355百万円、「セグメント利益又は損失」1,325百万円として組替

えております。

（セグメント情報等）

セグメント情報
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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

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全

社費用 百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

セグメント資産の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれ

ております。

減価償却費の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費

であります。

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していな

い全社資産の設備投資額であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、財務諸表の営業利益及び損失と調整を行っております。

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

財務諸表
計上額
（注）２宝飾事業 ブランド

事業
計

売上高

外部顧客への売上高 10,355 468 10,823 － 10,823

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 10,355 468 10,823 － 10,823

セグメント利益又は損失（△） 1,325 △442 883 △837 47

セグメント資産 6,930 1,071 8,001 3,265 11,266

その他の項目

減価償却費 66 42 109 44 153

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
142 243 385 45 430

減損損失 32 12 44 － 44

△837

837

3,265

44

45
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当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全

社費用 百万円が含まれております。全社費用の主なものは、報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

セグメント資産の調整額 百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれ

ております。

減価償却費の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産に係る減価償却費

であります。

有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない

全社資産の設備投資額であります。

減損損失の調整額△108百万円は、各報告セグメントに計上した減損損失のうち、受取補償金の関

連費用として当該受取補償金から差し引いた金額であります。

２．セグメント利益又は損失（△）は、財務諸表の営業利益および損失と調整を行っております。

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

財務諸表
計上額
（注）２宝飾事業

ブランド
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 9,306 1,258 10,565 － 10,565

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － － － －

計 9,306 1,258 10,565 － 10,565

セグメント利益又は損失（△） 1,208 △145 1,062 △853 209

セグメント資産 7,744 595 8,339 3,621 11,960

その他の項目

減価償却費 57 58 116 31 147

有形固定資産及び無形固定

資産の増加額
33 18 51 9 61

減損損失 7 108 116 △108 7

△853

853

3,621

31

9
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１.関連当事者との取引

財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア)財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る）等

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（注）１．当社は、動産担保融資契約に対して債務保証を受けております。なお、保証料として120百万円支払

しております。

２. 当社は、資本業務契約に基づく商品供給を受けるため、前渡金として350百万円支払しております。

３. 取引金額には消費税等を含めておりません。

(イ)財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）

（関連当事者情報）

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金

又は出
資金
(百万円)

事業の内
容又は職

業

議決権

等の所

有（被

所有）

割合

（％）

関連当事者との
関係

取引の内容
取引金額
(百万円)

(注)2 

科目
期末残高
(百万円)

親会社

ディジコ・ホー

ルディングス・

リミテッド

香港
40百万

USドル
純粋持株会社

(被所有)

直接

61.8

債務被保証

役員の兼任

リボルビン
グ・ローン
契約に対す
る債務被保
証(注)1

1,897 － －

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金
又は出

資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権

等の所

有（被

所有）

割合

（％）

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額
(百万円)
(注)2 

科目
期末残高

(百万円)

親会社

ディジコ・ホー

ルディングス・

リミテッド

香港
40百万

USドル
純粋持株会社

(被所有)

直接

52.0

債務被保証

役員の兼任

動産担保融
資契約に対
する債務被
保証(注)1

1,600
敷金・差入

保証金
120

主要株主

(法人)

アストン・ラグ

ジュアリーグル

ープ・リミテッ

ド

香港
29百万

USドル
投資業

(被所有)

直接

15.29

資本業務提携 業務提携に
基づく商品
供給(注)2

350 前渡金 346

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金
又は出
資金

(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権

等の所

有（被

所有）

割合

（％）

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額
(百万円)
(注)3 

科目
期末残高
(百万円)
(注)3

同一の親

会社を持

つ会社

ディミンコ・ジ

ャパン株式会社

東京都

台東区
499

ダイヤモン

ド等加工販

売輸出入

－

役員の兼任

商品の仕入

商品の販売

商品の仕入

(注)1

当社商品の

販売(注)2

出向者費用
等

1,807

274

2

売掛金

買掛金

支払手形

未払金

前渡金

2

224

188

54

80

同一の親

会社を持

つ会社

ディミンコ

Ｎ.Ｖ. 

ANTWERP 

BELGIUM

20百万

USドル

ルースダイヤ

モンド販売
－

役員の兼任

商品の仕入

ダイヤモン
ドの仕入
(注)1

13 未収入金 62

同一の親

会社を持 株式会社

神奈川県

横浜市

10

貴金属美術

－ 商品の販売
当社商品の

販売(注)2
5

売掛金

未収入金

7

34
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つ会社 セビアン 神奈川区 装身具等販売

貸倒引当金 20
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（注）１．商品の仕入に関しては、価格の提示を受け、市場の実勢価格を参考にしてその都度交渉の上決定

しております。

２．商品の販売に関しては、市場価格を参考にして交渉の上決定しております。

３．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

４．株式会社セビアンへの貸倒懸念債権に対し、当事業年度において20百万円の貸倒引当金を計上してお

ります。また、当事業年度における貸倒引当金繰入額は16百万円であります。

当事業年度（自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日）

（注）１．商品の仕入に関しては、価格の提示を受け、市場の実勢価格を参考にしてその都度交渉の上決定

しております。

２．商品の販売に関しては、市場価格を参考にして交渉の上決定しております。

３．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

２.親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

ディジコ・ホールディングス・リミテッド（非上場）

種類
会社等の名称

又は氏名
所在地

資本金
又は出

資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権

等の所

有（被

所有）

割合

（％）

関連当事者との

関係
取引の内容

取引金額
(百万円)
(注)3 

科目
期末残高
(百万円)
(注)3

同一の親

会社を持

つ会社

ディミンコ・ジ

ャパン株式会社

東京都

台東区
499

ダイヤモン

ド等加工販

売輸出入

－

役員の兼任

商品の仕入

商品の販売

商品の仕入
(注)1

当社商品の

販売(注)2

1,597

63

売掛金

買掛金

支払手形

未収入金

31

154

218

37

同一の親

会社を持

つ会社

ディミンコ

Ｎ.Ｖ. 

ANTWERP 

BELGIUM

20百万

USドル

ルースダイヤ

モンド販売
－

役員の兼任

商品の仕入

ダイヤモン
ドの仕入
(注)1

60 未収入金 0

同一の親

会社を持

つ会社

株式会社

セビアン

神奈川県

横浜市

神奈川区

10
貴金属美術

装身具等販売
－ 商品の販売

当社商品の

販売(注)2
134

売掛金

未収入金

134

30
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（注）１．前事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。また、当事業年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につき

ましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失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23年４月１日

至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

１株当たり純資産額 円275.69 円253.07

１株当たり当期純利益金額及び当期純損失

金額（△）

円△9.24 円4.41

前事業年度
（自 平成23年４月１日

至 平成24年３月31日）

当事業年度
（自 平成24年４月１日

至 平成25年３月31日）

当期純利益金額及び当期純損失金額

（△）（百万円）
△212 113

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益金額及び当期

純損失金額（△）（百万円）
△212 113

期中平均株式数（千株） 23,054 25,825

（重要な後発事象）
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