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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11期
第３四半期
連結累計期間

会計期間

自平成23年
４月１日
至平成23年
12月31日

売上高（千円） 4,237,816

経常利益（千円） 214,676

四半期純利益（千円） 101,804

四半期包括利益（千円） 101,217

純資産額（千円） 4,687,225

総資産額（千円） 5,138,453

１株当たり四半期純利益金額（円） 3,902.96

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額（円） －

自己資本比率（％） 91.2

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△69,183

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△27,158

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△65,410

現金及び現金同等物の四半期末残高（千円） 3,606,299

　

回次
第11期
第３四半期
連結会計期間

会計期間

自平成23年
10月１日
至平成23年
12月31日

１株当たり四半期純利益金額（円） 2,039.25

　（注）１．前事業年度まで連結財務諸表を作成していないため、前第３四半期連結会計期間、前第３四半期連結累計期間

及び前連結会計年度については記載しておりません。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、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。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。

４．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。

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、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重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第３四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等はありません。

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】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が

判断したものであります。

当社は、第１四半期連結累計期間より「百力服軟件測試（上海）有限公司」を連結子会社とし、四半期連結財務

諸表を作成しております。

（1）業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による経済活動の落ち込みから回復基調で推移

し始めたものの、電力供給の制約や原子力災害の影響に加え、欧州金融危機による海外経済の下振れ懸念、為替や株

価の変動等、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社を取り巻く環境といたしましては、製造業ではサプライチェーンの復旧とともに、生産活動も回復してきて

おりますが、タイにおける洪水や欧州金融危機等、製造業のサプライチェーンや業績見通しへ大きな影響を与えて

おります。

デジタル放送への移行に伴うデジタルテレビへの買い替えサイクルは一服した状況で、デジタル家電関係におい

ては過渡期にあります。また、自動車関連においては、東日本大震災やタイの洪水でのサプライチェーンへの影響

は、回復途上にあったメーカーに大きな影響を与えております。

一方、モバイル通信においては、より高速な通信に移行しつつあるのと同時に、携帯電話が従来型のフューチャー

フォンからスマートフォンへと移行しつつあります。その中でも米国グーグル社の提供する基本オペレーティング

・システム（ＯＳ）であるアンドロイドは、多くの通信会社が採用しており、機種数は急激に拡大しつつあります。

こうした製品では異なるメーカーでの接続性の問題などが想定される一方、更なるコスト削減が急務となっており

ます。

当社では、こうした接続性の問題に対応していくため、沖縄県うるま市のＩＴ津梁パークに平成23年11月に新設

された株式会社ＧＩＯＴに共同で出資いたしました。今後、同社ではアンドロイド製品などに重点を置きながら日

本発の品質向上をかかげる一方、ニアショアとしての検証サービス機能を日本国内に提供していく予定であり、同

社と協業していく考えです。

また、主力検証分野以外では、企業の情報システムやエレクトリック・コマースなどの分野においては、引き続き

セキュリティ関連などに関心が寄せられるとともに、クラウドサービスなどにおける検証業務なども提供してお

り、従来とは異なる顧客の開拓も進めております。

以上のような結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,237,816千円、営業利益は190,082千円、経常利益は

214,676千円、四半期純利益は101,804千円となりました。

※　第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比については記載しており

ません。
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（2）キャッシュ・フローの状況

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、3,606,299千円となりました。

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。

（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（214,676千円）等により増加したものの、仕入債務の減少（34,624千円）及び法人

税等の支払（209,091千円）等により、当第３四半期連結累計期間において営業活動の結果、減少した資金は69,183

千円となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

敷金及び保証金の回収による収入（36,946千円）等により増加したものの、無形固定資産の取得（47,384千円）

及び関係会社株式の取得による支出（13,400千円）等により、当第３四半期連結累計期間において投資活動の結

果、減少した資金は27,158千円となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

配当金の支払により、当第３四半期連結累計期間において財務活動の結果、使用した資金は65,410千円となりま

した。

※　第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期比については記載しており

ません。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題に重要な変更はありません。

（4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間における研究開発費は、20,924千円であります。

なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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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 64,000

計 64,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成23年12月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成24年２月８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 26,084 26,084
東京証券取引所

（市場第一部）

当社は単元株制度は採用

しておりません。

計 26,084 26,084 － －

（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
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成23年10月１日～

平成23年12月31日
－ 26,084 － 792,102 － 775,852

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成23年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

 平成23年12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） － － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　26,084 26,084 －

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 26,084 － －

総株主の議決権 － 26,084 －

②【自己株式等】

 平成23年12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(％)

－ － － － － －

計 － － － － －

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

当第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成23年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（平成23

年４月１日から平成23年12月31日）は、連結財務諸表作成初年度であるため、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益

及び包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書につきましては、前連結会計年度との対比は行っており

ません。

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３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平成

23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第10期事業年度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　新日本有限責任監査法人

第11期第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間　有限責任 あずさ監査法人
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,606,299

売掛金 955,372

仕掛品 10,479

前払費用 46,320

繰延税金資産 34,325

その他 68,279

流動資産合計 4,721,075

固定資産

有形固定資産 72,201

無形固定資産 130,586

投資その他の資産

投資有価証券 35,000

関係会社株式 13,400

繰延税金資産 15,509

敷金及び保証金 148,373

その他 2,307

投資その他の資産合計 214,590

固定資産合計 417,378

資産合計 5,138,453

負債の部

流動負債

買掛金 133,711

未払金 7,276

未払費用 131,856

未払消費税等 33,986

預り金 47,847

賞与引当金 70,740

その他 4,479

流動負債合計 429,897

固定負債

退職給付引当金 18,130

役員退職慰労引当金 3,200

固定負債合計 21,330

負債合計 451,228

純資産の部

株主資本

資本金 792,102

資本剰余金 775,852

利益剰余金 3,124,853

株主資本合計 4,692,808

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △5,582

その他の包括利益累計額合計 △5,582

純資産合計 4,687,225

負債純資産合計 5,138,453
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12月31日)

売上高 4,237,816

売上原価 2,983,182

売上総利益 1,254,634

販売費及び一般管理費 ※
 1,064,551

営業利益 190,082

営業外収益

受取利息 2,128

助成金収入 26,415

その他 880

営業外収益合計 29,424

営業外費用

為替差損 4,829

営業外費用合計 4,829

経常利益 214,676

税金等調整前四半期純利益 214,676

法人税、住民税及び事業税 32,528

法人税等調整額 80,343

法人税等合計 112,871

少数株主損益調整前四半期純利益 101,804

少数株主利益 －

四半期純利益 101,804

少数株主利益 －

少数株主損益調整前四半期純利益 101,804

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △586

その他の包括利益合計 △586

四半期包括利益 101,217

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 101,217

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：千円）

当第３四半期連結累計期間
(自　平成23年４月１日
　至　平成23年12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 214,676

減価償却費 47,118

引当金の増減額（△は減少） △129,178

受取利息 △2,128

助成金収入 △26,415

売上債権の増減額（△は増加） △9,674

たな卸資産の増減額（△は増加） △78

仕入債務の増減額（△は減少） △34,624

前払費用の増減額（△は増加） 5,899

未払費用の増減額（△は減少） 16,708

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,378

その他 34,519

小計 111,442

利息及び配当金の受取額 2,049

助成金の受取額 26,415

法人税等の支払額 △209,091

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,183

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 △2,659

無形固定資産の取得による支出 △47,384

関係会社株式の取得による支出 △13,400

敷金及び保証金の回収による収入 36,946

敷金及び保証金の差入による支出 △2,026

従業員に対する貸付けによる支出 △1,100

従業員に対する貸付金の回収による収入 2,465

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,158

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △65,410

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,410

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,357

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △167,110

現金及び現金同等物の期首残高 3,740,104

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 33,304

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,606,299
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（連結の範囲の重要な変更）

第１四半期連結会計期間より、当社の事業展開の重要性が増すことが見込まれるため、百力服軟件測試（上海）有限公

司を連結の範囲に含めております。

（持分法適用の範囲の重要な変更）

第３四半期連結会計期間より、新たに設立した株式会社ＧＩＯＴを持分法適用の範囲に含めております。

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

（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１四半期連結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。

（法人税率の変更等による影響）

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」（平成

23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以降に開始する連結会計年度から法人税率の引下

げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す

る法定実効税率は従来の40.69％から、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結

会計年度に解消が見込まれる一時差異については38.01％に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見

込まれる一時差異については35.64％となります。この税率変更により、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控

除した金額）は4,453千円減少し、法人税等調整額は4,453千円増加しております。

【注記事項】

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

※　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は以下の

とおりであります。

従業員給与及び賞与 408,264　千円

賞与引当金繰入額 17,678　千円

退職給付費用 21,643　千円
 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

※　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　

現金及び預金勘定 3,606,299　千円

現金及び現金同等物 3,606,299　千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月24日

定時株主総会
普通株式 39,126 1,500平成23年３月31日平成23年６月27日利益剰余金

平成23年10月27日

取締役会
普通株式 26,084 1,000平成23年９月30日平成23年12月５日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期連結累計期間（自　平成23年４月１日　至　平成23年12月31日）

当社グループは、システム検証事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（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。

 
当第３四半期連結累計期間
（自　平成23年４月１日
至　平成23年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 3,902円96銭

（算定上の基礎）  

四半期純利益金額（千円） 101,804

普通株主に帰属しない金額（千円） －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 101,804

普通株式の期中平均株式数（株） 26,084

（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】

平成23年10月27日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額・・・・・・・・・・・26,084千円

（ロ）１株当たりの金額・・・・・・・・・・・・・・・・1,000円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・平成23年12月５日

（注）平成23年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。
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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24年２月８日

株式会社ベリサーブ

取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 寺田　昭仁　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 山本　勝一　　　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リサー

ブの平成23年４月１日から平成24年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成23年10月１日から平

成23年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成23年12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、四半期連結損益及び包括利益計算書、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、株式会社ベリサーブ及び連結子会社の平成23年12月31日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第３四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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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