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１．平成26年２月期第３四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25年11月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)
 

営業収益 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 ％

26年２月期第３四半期 107,411 9.0 5,019 5.5 5,209 6.2 2,978 21.1
25年２月期第３四半期 98,520 7.4 4,756 △0.4 4,905 △0.5 2,460 △6.3

 

(注) 包括利益 26年２月期第３四半期 2,985百万円(21.6％) 25年２月期第３四半期 2,454百万円(△6.5％)
 

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

26年２月期第３四半期 142.72 －
25年２月期第３四半期 117.90 －

 

（２）連結財政状態
 

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年２月期第３四半期 75,057 38,907 51.8
25年２月期 70,061 36,714 52.4

 

(参考) 自己資本 26年２月期第３四半期 38,907百万円  25年２月期 36,714百万円
 

２．配当の状況

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

25年２月期 － 18.00 － 18.00 36.00

26年２月期 － 20.00 －

26年２月期(予想) 20.00 40.00
 

３．平成26年２月期の連結業績予想（平成25年３月１日～平成26年２月28日）
(％表示は、対前期増減率)

 

営業収益 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 143,143 7.5 6,545 2.7 6,736 1.9 3,900 14.9 186.92
 



  

  

 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の対象外であり、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連結財務諸表のレビュー手続は終了してお

りません。 

  

 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。なお、上記の業績予想の前提条件その他事項につきましては、添付資料の３ページ「１．

当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規   －社 (社名)          、除外  －社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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
 

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会社方針の変更・会

計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。
 

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年２月期３Ｑ 20,867,800株 25年２月期 20,867,800株

② 期末自己株式数 26年２月期３Ｑ 683株 25年２月期 683株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期３Ｑ 20,867,117株 25年２月期３Ｑ 20,867,117株
 

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権下における経済政策や金融緩和政策による経

済成長への期待感から、円安や株価上昇もあり、輸出関連企業を中心に景況感は回復しつつあるものの海

外景気に対する不安感や原材料価格の上昇から、依然として先行きが不透明な状況が続いております。 

小売業界におきましては、競合各社の積極的な出店及び販売施策の実施、また、個人消費につきまして

は、雇用・所得環境に依然として厳しさが残る中、電気料金の値上げや消費税率の引き上げなど消費低迷

の懸念があることから、節約志向は依然として強く、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況の中で当社グループは、スーパーマーケットとして地域社会のお客様の生活防衛意識に

応えるべく、「Low Price & Better Quality」を掲げ、生活必需品や消費頻度の高い商品群の価格強化及

び売場づくりの活性化を一層推進いたしました。 

販売政策におきましては、全店でお客様謝恩キャンペーン及びベルクカードキャンペーンを実施いたし

ました。また、チラシ価格の強化に加え、曜日別割引セールや曜日別ポイントセールを実施したことによ

り、売上が堅調に推移いたしました。 

店舗展開におきましては、平成25年３月に「川越小仙波店」、４月に「フォルテ津田沼店」、６月に

「北本二ツ家店」、11月に「フォルテ行徳店」を新規出店し、平成25年11月末現在の店舗数は81店舗とな

りました。また、競争力の強化及び標準化の推進のため、既存店14店舗の改装を実施いたしました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間における経営成績は、営業収益が107,411百万円（前年同期

比109.0%）、営業利益が5,019百万円（前年同期比105.5%）、経常利益が5,209百万円（前年同期比

106.2%）、四半期純利益が2,978百万円（前年同期比121.1%）となりました。 

  

 (資産） 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、4,996百万円増加し75,057百万

円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,896百万円増加し10,527百万円となりました。この主な要因

は、現金及び預金が1,409百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ3,100百万円増加し64,530百万円となりました。この主な要因

は、建物及び構築物が4,999百万円増加したこと等によるものであります。  

 (負債） 

 負債は、前連結会計年度末に比べ、2,803百万円増加し36,150百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,215百万円増加し18,020百万円となりました。この主な要因

は、買掛金が1,255百万円増加したこと等によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,587百万円増加し18,129百万円となりました。この主な要因

は、預り保証金が569百万円及びリース債務が444百万円増加したこと等によるものであります。 

 (純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ2,192百万円増加し38,907百万円となりました。この主な要因

は、利益剰余金が2,185百万円増加したこと等によるものであります。 

  

1．当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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平成26年２月期の業績予想につきましては、平成25年４月10日に公表しております業績予想から変更は

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。 

  

（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） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１日以

後に取得した有形固定資産については、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。 

 なお、この変更による当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2.サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,406 3,815

売掛金 237 602

商品及び製品 3,778 4,264

原材料及び貯蔵品 67 108

繰延税金資産 565 352

その他 1,575 1,383

流動資産合計 8,631 10,527

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 25,846 30,845

土地 20,153 21,657

その他（純額） 4,224 3,172

有形固定資産合計 50,224 55,676

無形固定資産 830 833

投資その他の資産   

繰延税金資産 802 701

差入保証金 7,621 5,175

その他 1,958 2,149

貸倒引当金 △6 △5

投資その他の資産合計 10,376 8,020

固定資産合計 61,430 64,530

資産合計 70,061 75,057

株式会社ベルク（9974）平成26年２月期第３四半期決算短信

―　4　―



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 7,218 8,473

短期借入金 800 800

1年内返済予定の長期借入金 3,324 3,561

リース債務 29 162

未払法人税等 1,479 300

賞与引当金 556 201

役員賞与引当金 58 40

ポイント引当金 207 216

その他 3,131 4,265

流動負債合計 16,804 18,020

固定負債   

長期借入金 11,052 11,444

リース債務 115 560

退職給付引当金 288 277

役員退職慰労引当金 325 334

預り保証金 3,036 3,606

資産除去債務 891 1,071

その他 832 835

固定負債合計 16,541 18,129

負債合計 33,346 36,150

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,912 3,912

資本剰余金 4,102 4,102

利益剰余金 28,683 30,868

自己株式 △0 △0

株主資本合計 36,698 38,883

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16 23

その他の包括利益累計額合計 16 23

純資産合計 36,714 38,907

負債純資産合計 70,061 75,057
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 四半期連結損益計算書
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 96,735 105,356

売上原価 72,236 78,752

売上総利益 24,498 26,603

営業収入 1,785 2,055

営業原価 416 535

営業総利益 25,867 28,123

販売費及び一般管理費 21,111 23,103

営業利益 4,756 5,019

営業外収益   

受取利息 56 46

受取配当金 2 1

受取事務手数料 175 187

違約金収入 5 －

債務勘定整理益 9 44

貸倒引当金戻入額 － 0

雑収入 46 74

営業外収益合計 295 355

営業外費用   

支払利息 141 151

貸倒引当金繰入額 0 －

雑損失 4 15

営業外費用合計 145 166

経常利益 4,905 5,209

特別損失   

固定資産売却損 3 0

固定資産除却損 31 52

減損損失 474 －

投資有価証券売却損 0 －

出店計画中止損 － 41

訴訟関連損失 － 100

差入保証金売却損 － 36

特別損失合計 510 231

税金等調整前四半期純利益 4,395 4,977

法人税、住民税及び事業税 1,852 1,688

法人税等調整額 82 310

法人税等合計 1,935 1,998

少数株主損益調整前四半期純利益 2,460 2,978

四半期純利益 2,460 2,978
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,460 2,978

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △5 7

その他の包括利益合計 △5 7

四半期包括利益 2,454 2,985

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,454 2,985

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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