
  

１．平成25年12月期第３四半期の業績（平成25年1月1日～平成25年9月30日） 

  

  

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

   25年12月期第２四半期末配当金内訳 普通配当 15円00銭 記念配当 5円00銭 
   25年12月期(予想)期末配当金内訳  普通配当 15円00銭 記念配当 5円00銭 
  当社は、平成25年１月１日付で普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。平成24年12月期に 
 ついては、当該株式分割前の実際の配当金の額を記載しております。   

３．平成25年12月期の業績予想（平成25年1月1日～平成25年12月31日） 
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上場会社名 株式会社ベルパーク                     上場取引所  東 

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 
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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      ： 無     

  （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 ％ 

25年12月期第３四半期  60,399  19.2  2,550  13.7  2,661  19.0  1,467  16.7

24年12月期第３四半期  50,663  6.0  2,243  23.1  2,237  27.8  1,257  34.1

  
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 

25年12月期第３四半期  225.78  224.99

24年12月期第３四半期  190.27  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年12月期第３四半期  22,906  13,303  58.0

24年12月期  21,647  12,502  57.8

（参考）自己資本 25年12月期第３四半期 13,280百万円   24年12月期 12,502百万円 

  
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 

24年12月期  － 0.00 － 3,000.00  3,000.00

25年12月期  － 20.00 －     

25年12月期（予想）       20.00  40.00

（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  86,200  15.8  3,200  2.5  3,310  3.4  1,830  2.6  282.02

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

（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）２ページ「業

績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

（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    ： 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12月期３Ｑ 6,732,600株 24年12月期 6,711,400株

②  期末自己株式数 25年12月期３Ｑ 275,900株 24年12月期 100,000株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期３Ｑ 6,499,767株 24年12月期３Ｑ 6,608,955株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当社の主な事業領域であります携帯電話等販売市場の当第３四半期累計期間（平成25年１月～９月）における

移動体通信事業者３社の加入者純増数は約575万回線（前年同四半期比2.8％増）となり、平成25年９月末の携帯

電話等の累計契約回線数は１億３千４百万回線となりました。加入者純増数の月間No.1については、21ヶ月連続

でソフトバンクモバイル社が獲得しております。また、平成25年９月20日には新型の「iPhone」が発売され、移

動体通信事業者３社が揃って取り扱いを開始することとなりました。 

  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３四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等により８店舗増加し、６店舗の移転、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2,667店舗のうち、当社の店舗数は、直営161店舗、フランチャイズ54店舗の

合計215店舗となりました（平成25年９月末時点）。当社はソフトバンクモバイル社の行ったのりかえ（ＭＮ

Ｐ）やかいかえに対する各種キャンペーンを積極的に活用し、音声端末等の粗利単価の高い商材（以下、「高収

益商材」という）の販売等に注力いたしました。これにより、当社が対処すべき課題として掲げた新規販売台数

に占める高収益商材の販売比率は、第２四半期会計期間（平成25年４月～６月）以降上昇傾向にあり、当第３四

半期会計期間（平成25年７月～９月）の高収益商材の販売比率は、前年同四半期会計期間（平成24年７月～９

月）と比べて上昇いたしました。 

  この結果、当第３四半期累計期間における販売台数は、新規販売台数379,578台（前年同四半期比4.5％増）、

機種変更台数305,334台（同28.0％増）、総販売台数684,912台（同13.8％増）となりました。当第３四半期累計

期間の売上高が前年同四半期と比べて増加した要因は、機種変更及び付属品の販売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、機種変更及び付属品の販売数増加に加え、のりかえを中心とした新規販売

手数料を獲得したこと及び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、店舗数の増加等に伴う人件費及び家賃の増加、のりかえのお客様に対する顧客還元を中心とした販売促進

費等の増加によるものであります。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間における業績は、売上高60,399百万円（前年同四半期比19.2％増）、営業

利益2,550百万円（同13.7％増）、経常利益2,661百万円（同19.0％増）、四半期純利益1,467百万円（同16.7％

増）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につきましては、前事業年度末に比べて1,258百万円増加し22,906百万

円（前事業年度末21,647百万円）となりました。これは主に、現金及び預金の増加1,379百万円、売掛金の増加

252百万円、たな卸資産の減少472百万円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につきましては、前事業年度末に比べて457百万円増加し9,603百万円 

（前事業年度末9,145百万円）となりました。これは主に、買掛金の増加852百万円、１年内返済予定の長期借

入金の減少162百万円、未払法人税等の減少254百万円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につきましては、前事業年度末に比べて800百万円増加し13,303百万

円（前事業年度末12,502百万円）となりました。これは主に、四半期純利益による利益剰余金の増加1,467百万

円、前事業年度決算に係る期末配当及び当事業年度の中間配当の実施による利益剰余金の減少327百万円、自己

株式の取得による減少399百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は58.0％（前事業年度末57.8％）となりました。 

   

（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25年７月31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．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  （会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更） 

  当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成25年１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３四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

   

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24年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,765,795 8,145,126

売掛金 7,559,980 7,812,183

たな卸資産 4,247,664 3,775,333

その他 468,013 543,695

貸倒引当金 △4,681 △3,891

流動資産合計 19,036,772 20,272,447

固定資産   

有形固定資産 784,622 797,823

無形固定資産 208,452 186,819

投資その他の資産   

敷金 1,318,660 1,317,155

その他 301,821 334,380

貸倒引当金 △2,550 △2,550

投資その他の資産合計 1,617,931 1,648,986

固定資産合計 2,611,007 2,633,629

資産合計 21,647,779 22,906,077

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,855,704 6,708,392

短期借入金 100,000 －

1年内返済予定の長期借入金 325,000 162,500

未払法人税等 831,025 576,762

賞与引当金 155,021 350,175

短期解約違約金損失引当金 9,562 9,077

その他 1,497,678 1,394,797

流動負債合計 8,773,991 9,201,705

固定負債   

退職給付引当金 113,820 121,340

その他 257,344 279,999

固定負債合計 371,164 401,340

負債合計 9,145,156 9,603,046

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,132,846 1,148,322

資本剰余金 1,857,013 1,872,489

利益剰余金 9,619,039 10,759,064

自己株式 △106,696 △506,444

株主資本合計 12,502,203 13,273,432

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 419 7,111

評価・換算差額等合計 419 7,111

新株予約権 － 22,487

純資産合計 12,502,623 13,303,031

負債純資産合計 21,647,779 22,906,077
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 50,663,302 60,399,482

売上原価 40,417,183 48,192,570

売上総利益 10,246,119 12,206,912

販売費及び一般管理費   

給料 2,429,164 2,771,908

雑給 110,482 123,896

賞与引当金繰入額 308,886 350,175

退職給付費用 20,214 20,435

地代家賃 1,045,512 1,127,920

その他 4,088,847 5,261,782

販売費及び一般管理費合計 8,003,108 9,656,119

営業利益 2,243,010 2,550,792

営業外収益   

受取賃貸料 5,400 5,400

為替差益 － 107,998

その他 10,671 15,445

営業外収益合計 16,071 128,843

営業外費用   

支払利息 11,079 6,516

賃貸費用 5,400 5,400

為替差損 1,372 －

その他 4,029 5,825

営業外費用合計 21,881 17,741

経常利益 2,237,200 2,661,894

特別利益   

固定資産売却益 6,220 131

特別利益合計 6,220 131

特別損失   

固定資産売却損 － 1,105

会員権評価損 19,348 －

減損損失 － 6,531

特別損失合計 19,348 7,636

税引前四半期純利益 2,224,072 2,654,388

法人税、住民税及び事業税 1,023,431 1,265,221

法人税等調整額 △56,822 △78,333

法人税等合計 966,608 1,186,887

四半期純利益 1,257,463 1,467,501
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 該当事項はありません。     

   

 当社は平成25年２月13日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、当第３四半期累計期間において、自己株式399,748

千円を取得しております。この結果、当第３四半期会計期間末における自己株式の残高は506,444千円となってお

ります。    

   

（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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