
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成23年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ベリテ 上場取引所 東 
コード番号 9904 URL http://www.verite.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長CEO （氏名） 平野 和良

問合せ先責任者 （役職名）
執行役員経理財務部長          
兼経営企画室長

（氏名） 菊地 広毅 TEL 045-415-8800

四半期報告書提出予定日 平成23年2月14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 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

23年3月期第3四半期 7,355 8.0 150 ― 91 ― 11 ―
22年3月期第3四半期 6,809 ― △562 ― △518 ― △553 ―

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

23年3月期第3四半期 0.52 ―
22年3月期第3四半期 △24.01 ―

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月期第3四半期 10,060 6,753 67.1 292.91
22年3月期 9,596 6,745 70.3 292.55

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  6,753百万円 22年3月期  6,745百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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 9,750 5.5 170 ― 130 ― 0 ― 0.00



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他の情報」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3Q 24,654,825株 22年3月期  24,654,825株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,598,632株 22年3月期  1,596,452株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 23,057,630株 22年3月期3Q  23,062,192株

※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
づく四半期財務諸表のレビュー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 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異な
る可能性があります。なお、業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信（添付資料）2ページ「（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧下
さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益に改善傾向が見られたものの、円高の長期化等により、

依然として先行きが不透明な状況で推移しております。 

 宝飾品小売業界におきましても、個人消費に下げ止まりの傾向が見られたものの、雇用情勢・所得環境に大きな

改善は見られず、引き続き厳しい状況となっております。 

 このような状況のもと、当社は、販促企画の充実による店舗活性化施策を継続し、積極的な営業活動を展開して

おります。その結果、当第３四半期累計期間の売上高は堅調に推移いたしました。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は7,355百万円（前年同四半期比8.0%増）となりました。また、営

業利益は150百万円（前年同四半期は562百万円の損失）、経常利益は91百万円（前年同四半期は518百万円の損

失）、四半期純利益は11百万円（前年同四半期は553百万円の損失）となりました。 

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

 当第３四半期会計期間末における資産合計は10,060百万円となり、前事業年度末に比べ464百万円の増加となり

ました。これは主に、敷金及び保証金が減少したものの、商品が増加したこと等によるものであります。 

（負債） 

 当第３四半期会計期間末における負債合計は3,307百万円となり、前事業年度末に比べ456百万円の増加となりま

した。これは主に、短期借入金が増加したこと等によるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は6,753百万円となり、前事業年度末に比べ7百万円の増加となりま

した。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加によるものであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期通期の業績予想につきましては、平成22年11月12日に公表いたしました業績予想を修正しており

ません。 

  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末の実地たな卸高を

基礎として合理的な方法により算出しております。 

③固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度にかかる減価償却費の額を期間按分する方法により算定して

おります。 

④法人税等の計上基準 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理） 

  該当事項はありません。 

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期会計期間より、「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指針」（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、当第３四半期累計期間の営業利益及び経常利益が4百万円減少し、税引前四半期純利益が85百万

円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は4百万円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社は、平成18年１月期以降、決算期変更による変則決算を除き継続して営業損失を計上しており、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。 

 当社は、このような状況を解消すべく、平成22年5月14日に公表いたしました新中期経営計画を策定し、営業 

組織の強化と生産性向上による収益力の回復を図ってまいりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間において営業利益150百万円となりました。また、平成22年11月11日に公表い

たしました「融資契約締結に関するお知らせ」のとおり融資契約を締結いたしました。 

 従いまして、当社は、当第３四半期会計期間末において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。 

  

  



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,696 1,617

受取手形及び売掛金 642 673

商品 4,594 4,204

その他 702 610

貸倒引当金 △29 △49

流動資産合計 7,606 7,057

固定資産   

有形固定資産 348 283

無形固定資産 24 43

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,540 1,736

その他 540 475

投資その他の資産合計 2,080 2,212

固定資産合計 2,453 2,538

資産合計 10,060 9,596

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,673 1,604

短期借入金 979 576

未払法人税等 49 66

返品調整引当金 23 15

その他 425 443

流動負債合計 3,151 2,706

固定負債   

退職給付引当金 104 70

ポイント引当金 38 47

その他 13 26

固定負債合計 156 144

負債合計 3,307 2,850

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,772 3,772

資本剰余金 4,052 4,052

利益剰余金 △728 △740

自己株式 △326 △326

株主資本合計 6,770 6,758

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 △12

評価・換算差額等合計 △16 △12

純資産合計 6,753 6,745

負債純資産合計 10,060 9,596



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 6,809 7,355

売上原価 3,467 3,616

売上総利益 3,341 3,739

販売費及び一般管理費 3,904 3,588

営業利益又は営業損失（△） △562 150

営業外収益   

有価証券売却益 15 －

地金売却益 － 21

受取手数料 19 26

その他 32 14

営業外収益合計 67 61

営業外費用   

為替差損 － 49

支払利息 5 －

支払手数料 4 51

その他 13 19

営業外費用合計 23 120

経常利益又は経常損失（△） △518 91

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 23

前期損益修正益 － 17

ポイント引当金戻入額 － 21

抱合せ株式消滅差益 29 －

その他 － 4

特別利益合計 29 66

特別損失   

店舗撤退損 13 －

減損損失 9 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 81

その他 4 23

特別損失合計 26 104

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △515 54

法人税、住民税及び事業税 42 41

法人税等調整額 △4 0

法人税等合計 37 42

四半期純利益又は四半期純損失（△） △553 11



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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又は税引前四半期純損失
（△）

△515 54

減価償却費 76 71

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 81

店舗撤退損 13 10

有価証券売却損益（△は益） △15 －

前期損益修正損益（△は益） － △17

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 82 33

ポイント引当金の増減額（△は減少） △23 △8

為替差損益（△は益） － 49

支払手数料 － 51

売上債権の増減額（△は増加） 344 31

たな卸資産の増減額（△は増加） △564 △408

仕入債務の増減額（△は減少） △111 68

その他 △29 △124

小計 △744 △127

支払手数料の支払額 － △40

法人税等の支払額 △58 △56

特別退職金の支払額 △354 －

その他 9 53

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,147 △170

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 △2,623 △2,801

定期預金の払戻による収入 1,731 2,718

有形固定資産の取得による支出 △32 △126

保険積立金の解約による収入 18 －

投資有価証券の売却による収入 27 8

貸付けによる支出 － △136

貸付金の回収による収入 67 132

敷金及び保証金の差入による支出 △62 △52

敷金及び保証金の回収による収入 298 154

その他 △4 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △578 △115

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） 575 402

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 575 402

現金及び現金同等物に係る換算差額 31 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,119 104

現金及び現金同等物の期首残高 1,435 591

連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

102 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 418 696



 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
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