
【表紙】  

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年10月14日

【四半期会計期間】 第56期第２四半期(自 平成26年６月１日 至 平成26年８月31日)

【会社名】 株式会社ベルク

【英訳名】 Belc CO., LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　大島　孝之

【本店の所在の場所】 埼玉県大里郡寄居町大字用土5456番地

【電話番号】 048（579）1111（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長　上田　英雄

【最寄りの連絡場所】 埼玉県大里郡寄居町大字用土5456番地

【電話番号】 048（579）1111（代表）

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長　上田　英雄

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

 

 

EDINET提出書類

株式会社ベルク(E03216)

四半期報告書

 1/19



第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第55期

第２四半期
連結累計期間

第56期
第２四半期
連結累計期間

第55期

会計期間
自　平成25年３月１日
至　平成25年８月31日

自　平成26年３月１日
至　平成26年８月31日

自　平成25年３月１日
至　平成26年２月28日

売上高 (百万円) 70,089 76,948 142,405

経常利益 (百万円) 3,645 4,107 7,134

四半期(当期)純利益 (百万円) 2,103 2,523 3,992

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 2,103 2,529 3,991

純資産額 (百万円) 38,442 42,025 39,913

総資産額 (百万円) 75,101 82,057 76,913

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 100.81 120.94 191.31

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 51.2 51.2 51.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 4,610 6,322 7,419

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △4,531 △3,561 △7,058

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 621 △765 176

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 3,107 4,938 2,943
 

 

回次
第55期

第２四半期
連結会計期間

第56期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自　平成25年６月１日
至　平成25年８月31日

自　平成26年６月１日
至　平成26年８月31日

１株当たり四半期
純利益金額

(円) 54.33 65.05
 

(注)１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については、記載しており

ません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループにおいて営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。

EDINET提出書類

株式会社ベルク(E03216)

四半期報告書

 2/19



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生または前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等

のリスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策及び日銀の金融緩和によって円安・株高傾向が

続き、景気は緩やかな回復基調にあります。一方、個人消費は消費税の引き上げに伴う駆け込み需要が生じたもの

の、その後は鈍化している状況にあります。加えて、ガソリン価格や輸入原材料の上昇から、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、お客様の低価格・節約志向が依然として続く中、競合各社の積極的な出店及び販売施策

の実施、また、業種・業態を越えた競争の激化も相まって、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商品力及び価格強化、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、３月に消費者キャンペーンとして対象期間中にベルクカードをご利用したお客様にベル

クカードポイントをプレゼントする取組みを実施するとともに、「今が買いドキ」セールとして生活必需品の価格強

化を、４月は「価格据えおき」セールとして同じく生活必需品の価格強化を実施いたしました。６月は創業月間とし

てお客様謝恩キャンペーンを実施したこと等が、お客様の買物需要と合致し、買上点数が増加し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26年４月に「越谷花田店」、６月に「町田野津田店」、７月に「千葉浜野店」、

「流山東深井店」を新規出店するとともに１店舗閉店し、平成26年８月末現在の店舗数は85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４店舗の改装を実施いたしました。

物流体制におきましては、今後の店舗数の増加に備えて、平成26年５月に「チルドセンター」を開設し、現物流セ

ンター（ドライセンター）とともに、商品の価格強化や店舗作業の標準化及び効率化をバックアップいたしました。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間における経営成績は、営業収益（売上高及び営業収入）が78,117百万円

（前年同期比109.3%）、営業利益が3,984百万円（前年同期比113.3%）、経常利益が4,107百万円（前年同期比

112.7%）、四半期純利益が2,523百万円（前年同期比120.0%）となりました。
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(2) 財政状態の分析

（資産）

　当第２四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、5,144百万円増加し82,057百万円となりまし

た。

　流動資産は、前連結会計年度末に比べ、2,241百万円増加し12,521百万円となりました。この主な要因は、現金及び

預金が1,995百万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、2,902百万円増加し69,535百万円となりました。この主な要因は、建物及び

構築物が1,607百万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、3,031百万円増加し40,031百万円となりました。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ、2,609百万円増加し20,707百万円となりました。この主な要因は、買掛金が

1,974百万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、422百万円増加し19,324百万円となりました。この主な要因は、リース債務

が562百万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、2,112百万円増加し42,025百万円となりました。この主な要因は、利益剰余金

が2,106百万円増加したこと等によるものであります。

 

(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、

1,995百万円増加し、4,938百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、6,322百万円（前年同期比137.1%）となり、前年同期に比べ、1,711百万円増加い

たしました。これは、税金等調整前四半期純利益及び「仕入債務の増減額」が増加したこと等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）

投資活動の結果使用した資金は、3,561百万円（前年同期比78.6%）となり、前年同期に比べ、969百万円減少いたし

ました。これは、有形固定資産の取得による支出が減少したこと等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）

財務活動の結果使用した資金は、765百万円（前年同期の得られた資金は621百万円）となりました。これは、長期

借入れによる収入が減少したこと等によるものであります。

 

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。

　　　　　　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 50,000,000

計 50,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成26年８月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成26年10月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 20,867,800 20,867,800
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数
100株

計 20,867,800 20,867,800 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年８月31日 ― 20,867,800 ― 3,912 ― 4,102
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(6) 【大株主の状況】

  平成26年８月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

イオン株式会社 千葉県千葉市美浜区中瀬１－５－１ 3,131 15.00

ビービーエイチフオーフイデリ
テイロープライスドストツクフ
アンド
（常任代理人株式会社三菱東京
ＵＦＪ銀行）

40 WATER STREET,BOSTON MA 02109 U.S.A.
（東京都千代田区丸の内２－７－１）

2,025 9.70

株式会社ＩＨ 埼玉県熊谷市中央２－127－２ 1,864 8.93

株式会社ＴＨ 埼玉県所沢市東所沢１－25－10 1,401 6.72

有限会社ヘイセイカンパニー 埼玉県熊谷市中央２－127－２ 1,083 5.19

ベルク社員持株会 埼玉県大里郡寄居町大字用土5456 929 4.45

株式会社しまむら 埼玉県さいたま市北区宮原町２－19－４ 877 4.21

株式会社武蔵野銀行
（常任代理人日本マスタートラ
スト信託銀行株式会社）

東京都港区浜松町２－11－３ 677 3.25

原島　功 埼玉県熊谷市 625 3.00

原島　保 埼玉県所沢市 625 3.00

計 ― 13,241 63.45
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成26年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
 (自己保有株式)
普通株式        700

―
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　20,864,700 208,647 同上

単元未満株式 普通株式　　　 2,400 ― 同上

発行済株式総数    20,867,800 ― ―

総株主の議決権 ― 208,647 ―
 

(注) １　上記の「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株(議決権２

個)含まれております。

２　上記の「単元未満株式」の欄には、当社所有の株式が９株含まれております。

 

② 【自己株式等】

平成26年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社　ベルク

埼玉県大里郡寄居町
大字用土5456番地

700 ― 700 0.00

計 ― 700 ― 700 0.00
 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令

第64号)に基づいて作成しております。

 

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(平成26年６月１日から平成

26年８月31日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年３月１日から平成26年８月31日まで)に係る四半期連結財務

諸表について、海南監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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26年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年８月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 2,943 4,938

  売掛金 311 789

  商品及び製品 4,142 4,250

  原材料及び貯蔵品 112 117

  繰延税金資産 627 694

  その他 2,142 1,730

  流動資産合計 10,280 12,521

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 31,076 32,683

   土地 22,430 22,651

   その他（純額） 4,214 4,501

   有形固定資産合計 57,721 59,837

  無形固定資産 833 1,036

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 735 741

   差入保証金 5,110 5,461

   その他 2,237 2,463

   貸倒引当金 △5 △5

   投資その他の資産合計 8,077 8,661

  固定資産合計 66,633 69,535

 資産合計 76,913 82,057
 

 

EDINET提出書類

株式会社ベルク(E03216)

四半期報告書

 9/19



 

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年８月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 7,938 9,913

  短期借入金 800 800

  1年内返済予定の長期借入金 3,495 3,619

  リース債務 193 362

  未払法人税等 1,337 1,707

  賞与引当金 609 750

  役員賞与引当金 50 27

  ポイント引当金 221 227

  店舗閉鎖損失引当金 25 ―

  その他 3,424 3,298

  流動負債合計 18,097 20,707

 固定負債   

  長期借入金 11,974 11,644

  リース債務 641 1,204

  退職給付引当金 269 270

  役員退職慰労引当金 362 373

  預り保証金 3,743 3,679

  資産除去債務 1,076 1,121

  その他 833 1,032

  固定負債合計 18,902 19,324

 負債合計 36,999 40,031

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 31,882 33,988

  自己株式 △0 △0

  株主資本合計 39,897 42,003

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 15 22

  その他の包括利益累計額合計 15 22

 純資産合計 39,913 42,025

負債純資産合計 76,913 82,057
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

売上高 70,089 76,948

売上原価 52,244 57,219

売上総利益 17,845 19,729

営業収入 1,356 1,169

営業原価 347 396

営業総利益 18,854 20,502

販売費及び一般管理費 ※1  15,339 ※1  16,518

営業利益 3,515 3,984

営業外収益   

 受取利息 35 15

 受取配当金 1 1

 受取事務手数料 124 130

 債務勘定整理益 37 11

 貸倒引当金戻入額 0 ―

 雑収入 47 58

 営業外収益合計 247 217

営業外費用   

 支払利息 102 93

 貸倒引当金繰入額 ― 0

 雑損失 14 1

 営業外費用合計 117 94

経常利益 3,645 4,107

特別損失   

 固定資産売却損 0 ―

 固定資産除却損 22 12

 訴訟関連損失 ※2  100 ―

 特別損失合計 122 12

税金等調整前四半期純利益 3,522 4,094

法人税、住民税及び事業税 1,491 1,647

法人税等調整額 △73 △76

法人税等合計 1,418 1,571

少数株主損益調整前四半期純利益 2,103 2,523

四半期純利益 2,103 2,523
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 2,103 2,523

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △0 6

 その他の包括利益合計 △0 6

四半期包括利益 2,103 2,529

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,103 2,529

 少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税金等調整前四半期純利益 3,522 4,094

 減価償却費 1,526 1,561

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0

 賞与引当金の増減額（△は減少） 115 141

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31 △23

 ポイント引当金の増減額（△は減少） 5 5

 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） ― △25

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △3 0

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 10

 受取利息及び受取配当金 △36 △16

 支払利息 102 93

 為替差損益（△は益） ― 0

 固定資産売却損益（△は益） 0 ―

 固定資産除却損 22 12

 訴訟関連損失 100 ―

 売上債権の増減額（△は増加） △348 △478

 たな卸資産の増減額（△は増加） △319 △113

 仕入債務の増減額（△は減少） 1,452 1,974

 預り保証金の増減額（△は減少） △1 △3

 その他 △2 434

 小計 6,107 7,668

 利息及び配当金の受取額 2 2

 利息の支払額 △77 △66

 法人税等の支払額 △1,421 △1,281

 営業活動によるキャッシュ・フロー 4,610 6,322

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 △5,086 △3,295

 有形固定資産の売却による収入 ― 0

 無形固定資産の取得による支出 △27 △48

 貸付けによる支出 △90 ―

 貸付金の回収による収入 ― 75

 差入保証金の差入による支出 △260 △371

 差入保証金の回収による収入 439 136

 預り保証金の受入による収入 658 59

 預り保証金の返還による支出 △90 △101

 その他 △74 △15

 投資活動によるキャッシュ・フロー △4,531 △3,561
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           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
　至 平成25年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
　至 平成26年８月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入 2,700 1,600

 長期借入金の返済による支出 △1,655 △1,806

 自己株式の取得による支出 ― △0

 リース債務の返済による支出 △47 △140

 配当金の支払額 △375 △418

 財務活動によるキャッシュ・フロー 621 △765

現金及び現金同等物に係る換算差額 ― △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 700 1,995

現金及び現金同等物の期首残高 2,406 2,943

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,107 ※  4,938
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【注記事項】

(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
至 平成26年８月31日)

ポイント引当金繰入額 5百万円 5百万円

給料及び手当 5,067百万円 5,569百万円

賞与引当金繰入額 644百万円 719百万円

役員賞与引当金繰入額 27百万円 27百万円

退職給付費用 86百万円 102百万円

役員退職慰労引当金繰入額 24百万円 35百万円

地代家賃 2,173百万円 2,212百万円

減価償却費 1,263百万円 1,269百万円
 

 

※２ 訴訟関連損失

　前第２四半期連結累計期間(自 平成25年３月１日 至 平成25年８月31日)

当社がテナントとして出店している商業施設における電気料の適正負担額に関する訴訟に起因する支払額を計

上しております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年３月１日
至 平成25年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年３月１日
至 平成26年８月31日)

現金及び預金 3,107百万円 4,938百万円

現金及び現金同等物 3,107百万円 4,938百万円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自　平成25年３月１日 至 平成25年８月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年５月24日
定時株主総会

普通株式 375 18.00 平成25年２月28日 平成25年５月27日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年10月７日
取締役会

普通株式 417 20.00 平成25年８月31日 平成25年11月１日 利益剰余金
 

 

当第２四半期連結累計期間(自　平成26年３月１日 至 平成26年８月31日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月23日
定時株主総会

普通株式 417 20.00 平成26年２月28日 平成26年５月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年10月６日
取締役会

普通株式 459 22.00 平成26年８月31日 平成26年11月４日 利益剰余金
 

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自 平成25年３月１日 至 平成25年８月31日)

当社グループは、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年３月１日 至 平成26年８月31日)

当社グループは、小売業のみを営んでおり、単一のセグメントであるため、記載を省略しております。

EDINET提出書類

株式会社ベルク(E03216)

四半期報告書

16/19



 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
 至　平成25年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
 至　平成26年８月31日)

１株当たり四半期純利益金額 100円81銭 120円94銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額(百万円) 2,103 2,523

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額(百万円) 2,103 2,523

普通株式の期中平均株式数(千株) 20,867 20,867
 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

 

２ 【その他】

第56期（平成26年３月１日から平成27年２月28日まで）中間配当については、平成26年10月６日開催の取締役

会において、平成26年８月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行う

ことを決議いたしました。

①配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　  459百万円

②１株当たりの金額　　　 　　　　　　　　　　　　 　22円00銭

③支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　　平成26年11月４日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年10月10日

株式会社ベルク

取締役会  御中

 

海南監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   古　　川　　雅　　一   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   溝　　口　　俊　　一   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ベルク

の平成26年３月１日から平成27年２月28日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成26年６月１日から平成

26年８月31日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年３月１日から平成26年８月31日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッ

シュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ベルク及び連結子会社の平成26年８月31日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

 

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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