
  

１．平成24年12月期第２四半期の業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

３．平成24年12月期の業績予想（平成24年１月１日～平成24年12月31日） 

  

  

 

平成24年12月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

        平成24年７月31日

上場会社名 株式会社ベルパーク 上場取引所  大 

コード番号 9441 ＵＲＬ  http://www.bellpark.co.jp 

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）西川  猛 

問合せ先責任者 （役職名）管理本部長 （氏名）石川  洋 （ＴＥＬ）  03（3288）5211 

四半期報告書提出予定日 平成24年７月31日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無       

四半期決算説明会開催の有無      ： 有   （機関投資家・アナリスト向け） 

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

24年12月期第２四半期  35,064  8.1  1,701  36.8  1,717  41.0  968  50.1

23年12月期第２四半期  32,442  13.3  1,243  △23.0  1,217  △24.6  645  △31.1

  
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 

24年12月期第２四半期  14,659.92  －

23年12月期第２四半期  9,624.60  9,620.00

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年12月期第２四半期  17,518  11,686  66.7

23年12月期  22,053  10,884  49.4

（参考）自己資本 24年12月期第２四半期 11,686百万円   23年12月期 10,884百万円 

  
年間配当金

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 

23年12月期  － 0.00 － 2,600.00  2,600.00

24年12月期  － 0.00       

24年12月期（予想）     － 2,600.00  2,600.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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 
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  76,000  7.7  3,150  10.5  3,170  14.0  1,760  18.1  26,624.71

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外でありますが、この四半期決算短

信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

  

※  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、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

提となる仮定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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業

績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

 当社は、以下のとおり機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料及びＱ

＆Ａは、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

 平成24年８月１日（水）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更    ： 無

②  ①以外の会計方針の変更                  ： 有

③  会計上の見積りの変更                    ： 無

④  修正再表示                              ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期２Ｑ 67,104株 23年12月期 67,060株

②  期末自己株式数 24年12月期２Ｑ 1,000株 23年12月期 1,000株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期２Ｑ 66,082株 23年12月期２Ｑ 67,060株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、欧州の一部の国々における財政・金融不安から世界経済の先行

きが不透明な状況下で推移し、企業収益・個人消費が持ち直しつつあるものの、雇用情勢は依然として厳しい状

況にあります。 

当社の主な事業領域であります携帯電話市場の累積回線数は、移動体通信事業者３社（※）で１億２千５百万

回線を超え、当第２四半期累計期間（平成24年１月～６月）における加入者純増数は約401万回線となり、前年

同四半期累計期間（平成23年１月～６月）の約376万回線を6.6％上回る結果となりました。 

当社が販売する携帯電話の移動体通信事業者であるソフトバンクモバイルは、「iPhone」、「iPad」、高速デ

ータ通信サービス「ULTRA SPEED」、「SoftBank 4G」に対応したデータ端末及び防犯ブザー付き携帯電話「みま

もりケータイ」等が好調に推移し、加入者純増数の月間No.1を６ヶ月連続で獲得しております。 

このような事業環境の中で、当社は収益性の高い販売網を構築すべく、当第２四半期累計期間において、ソフ

トバンクショップを新規出店により４店舗増加するとともに７店舗の改装を実施いたしました。これにより、全

国のソフトバンクショップ2,723店のうち、当社の店舗数は、直営147店舗、フランチャイズ53店舗の合計200店

舗となりました（平成24年６月末時点）。また、四半期ベースで過去 高の新規販売台数を達成した第１四半期

から継続して、ソフトバンクグループの求める施策を早期に販売現場に徹底しつつ、販売促進活動に積極的に取

り組むとともに、一部店舗の営業時間延長にも対応いたしました。 

この結果、当第２四半期累計期間における販売台数は、新規販売台数257,866台（前年同四半期比33.1％

増）、機種変更台数154,782台（同15.9％増）、総販売台数412,648台（同26.1％増）となりました。当第２四半

期累計期間の売上高が前年同四半期累計期間と比べて増加した要因は、総販売台数が大幅に増加したためであり

ます。売上総利益の増加の要因は、新規販売台数及び付属品の販売数増加に加え、継続手数料の増加によるもの

であります。また、販売費及び一般管理費が増加した要因は、他販売店との競争激化による販売促進費用の大幅

な増加や、前期における新規出店に伴う人員増と販売員の中長期的な育成を目的とした優秀な人材の確保による

人件費の増加等によるものであります。 

以上の結果、当第２四半期累計期間における業績は、売上高35,064百万円（前年同四半期比8.1%増）、営業利

益1,701百万円（同36.8%増）、経常利益1,717百万円（同41.0%増）、四半期純利益968百万円（同50.1%増）とな

りました。 

  

※移動体通信事業者の月毎の契約者数の公表方法変更に伴い、前事業年度より３社での集計に変更しておりま

す。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べて4,535百万円減少し17,518百万円となりま

した。  

流動資産については、現金及び預金が37百万円、売掛金が4,146百万円及びたな卸資産が298百万円減少したこ

と等により、4,482百万円減少し15,116百万円となりました。 

固定資産については、大きな変動はありません。 

流動負債については、買掛金が5,289百万円減少したこと等により、5,187百万円減少し5,317百万円となりま

した。 

固定負債については、大きな変動はありません。  

         純資産については、四半期純利益（第２四半期累計期間）968百万円による利益剰余金の増加、前事業年度決

算に係る期末配当金171百万円による利益剰余金の減少等により、801百万円増加し11,686百万円となりました。

この結果、自己資本比率は66.7％となりました。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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  ②キャッシュ・フローの状況 

         当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ37百万円減少し、6,948百

万円となりました。 

     当第２四半期累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」は324百万円の収入（前年同四半期は1,500百万円の収入）となりまし

た。主な資金の増加要因は、税引前四半期純利益1,704百万円の計上、売上債権4,146百万円の減少及びたな卸資

産298百万円の減少による収入であり、主な資金の減少要因は、仕入債務5,289百万円の減少による支出及び法人

税等587百万円の支払いであります。 

      「投資活動によるキャッシュ・フロー」は47百万円の支出（前年同四半期は143百万円の支出）となりまし

た。主たる要因は、有形固定資産の取得29百万円及び敷金の差入24百万円による支出であります。 

     「財務活動によるキャッシュ・フロー」は329百万円の支出（前年同四半期は403百万円の支出）となりまし

た。資金の増加要因は、ストックオプションの行使による収入4百万円であり、資金の減少要因は、長期借入金

162百万円の返済による支出及び前事業年度決算に係る期末配当金171百万円の支払いであります。 

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料の公表時点では、平成24年４月９日付「業績予想の修

正に関するお知らせ」において発表いたしました業績予想に変更はございません。 

   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（たな卸資産の評価方法の変更） 

 前第４四半期会計期間より当社における商品の評価方法を移動平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）から、月次総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更いたしました。 

  これは前第４四半期会計期間において発注システムを導入した際に、より当社の取引実態に見合った商品の評

価方法に変更し、収益と費用のより適正な対応を図ることを目的としております。  

  なお、前第１四半期累計期間において当該たな卸資産の評価方法の変更が行われた場合の損益に与える影響は

軽微であります。 

  

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

    

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,986,679 6,948,686

売掛金 9,090,086 4,943,241

たな卸資産 3,098,900 2,800,777

その他 428,136 428,555

貸倒引当金 △5,269 △5,132

流動資産合計 19,598,533 15,116,128

固定資産   

有形固定資産 768,660 725,706

無形固定資産 166,573 146,371

投資その他の資産   

敷金 1,259,698 1,275,301

その他 262,661 257,049

貸倒引当金 △2,550 △2,550

投資その他の資産合計 1,519,810 1,529,800

固定資産合計 2,455,045 2,401,878

資産合計 22,053,579 17,518,007

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,070,153 2,780,171

1年内返済予定の長期借入金 325,000 325,000

未払法人税等 611,061 771,917

賞与引当金 144,000 156,576

短期解約違約金損失引当金 14,983 15,865

その他 1,339,357 1,267,984

流動負債合計 10,504,555 5,317,516

固定負債   

長期借入金 325,000 162,500

退職給付引当金 98,929 106,557

その他 240,709 245,425

固定負債合計 664,639 514,482

負債合計 11,169,194 5,831,998

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,129,806 1,132,116

資本剰余金 1,853,973 1,856,283

利益剰余金 8,007,300 8,804,304

自己株式 △106,696 △106,696

株主資本合計 10,884,384 11,686,008

純資産合計 10,884,384 11,686,008

負債純資産合計 22,053,579 17,518,007
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 32,442,532 35,064,124

売上原価 26,815,629 27,882,659

売上総利益 5,626,902 7,181,465

販売費及び一般管理費   

給料 1,380,105 1,588,571

雑給 101,243 77,333

賞与引当金繰入額 148,006 156,576

退職給付費用 12,828 13,476

地代家賃 593,215 690,128

その他 2,147,820 2,954,352

販売費及び一般管理費合計 4,383,219 5,480,439

営業利益 1,243,683 1,701,025

営業外収益   

受取賃貸料 3,600 3,600

為替差益 － 15,153

その他 8,329 10,659

営業外収益合計 11,929 29,412

営業外費用   

支払利息 8,080 6,931

賃貸費用 3,600 3,600

為替差損 20,799 －

その他 5,164 2,806

営業外費用合計 37,643 13,337

経常利益 1,217,969 1,717,101

特別利益   

固定資産売却益 － 6,220

特別利益合計 － 6,220

特別損失   

固定資産除却損 8,523 －

会員権評価損 － 18,848

店舗等撤退費用 7,266 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46,993 －

災害による損失 3,909 －

特別損失合計 66,692 18,848

税引前四半期純利益 1,151,276 1,704,473

法人税、住民税及び事業税 548,293 746,438

法人税等調整額 △42,442 △10,726

法人税等合計 505,851 735,712

四半期純利益 645,425 968,760
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24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 1,151,276 1,704,473

減価償却費 81,873 88,676

のれん償却額 22,460 22,360

貸倒引当金の増減額（△は減少） 94 △137

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,114 12,576

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,447 7,628

支払利息 8,080 6,931

為替差損益（△は益） 20,799 △15,153

固定資産売却損益（△は益） － △6,220

固定資産除却損 8,523 －

会員権評価損 － 18,848

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 46,993 －

災害損失 3,909 －

売上債権の増減額（△は増加） 711,957 4,146,845

たな卸資産の増減額（△は増加） △844,178 298,122

仕入債務の増減額（△は減少） 734,675 △5,289,982

未払金の増減額（△は減少） △20,870 △91,151

未払消費税等の増減額（△は減少） △53,629 △15,400

その他 70,335 28,663

小計 1,963,861 917,080

利息及び配当金の受取額 2 724

利息の支払額 △7,065 △5,883

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △456,058 △587,681

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,500,739 324,240

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △63,770 △29,233

無形固定資産の取得による支出 △12,200 △5,410

敷金の差入による支出 △63,887 △24,164

その他 △3,806 11,078

投資活動によるキャッシュ・フロー △143,664 △47,729

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △162,500 △162,500

ストックオプションの行使による収入 － 4,615

配当金の支払額 △241,149 △171,773

財務活動によるキャッシュ・フロー △403,649 △329,658

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,799 15,153

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 932,626 △37,992

現金及び現金同等物の期首残高 5,911,247 6,986,679

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,843,873 6,948,686
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

（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

（６）重要な後発事象
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