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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12期
第１四半期
連結累計期間

第13期
第１四半期
連結累計期間

第12期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 1,310,031 1,214,243 5,571,846

経常利益又は経常損失（△）（千円） 9,483 △26,597 327,160

四半期純損失（△）又は当期純利益（千円） △6,530 △35,546 149,275

四半期包括利益又は包括利益（千円） △5,025 △32,981 161,456

純資産額（千円） 4,577,664 4,645,954 4,718,062

総資産額（千円） 5,232,811 5,265,838 5,580,821

１株当たり四半期純損失金額（△）又は

１株当たり当期純利益金額（円）
△250.37 △1,362.77 5,722.88

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（％） 87.5 88.2 84.5

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
139,248 △82,435 470,801

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△51,024 △22,532 △235,034

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△39,180 △39,235 △65,569

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高

（千円）
3,751,875 3,739,696 3,879,621

　（注）１．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。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第12期第１四半期連結累計期間及び第13期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

第12期の潜在株式調整後１株当たり当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１四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１四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１四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。

（1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権によるデフレ脱却に向けた様々な経済・金融政策の期

待感などから円高の是正や株高が進み、景気は緩やかに回復しつつあります。しかしながら実体経済への波及まで

には至っておらず、また欧州の債務問題や海外経済の減速懸念などの影響もあり、先行きが不透明な状況が続いて

おります。

当社グループの主要顧客である製造業においては、生産や輸出の増加に伴い、一部の企業では持ち直しの傾向が

見受けられました。一方、長引く不況の影響もあり、積極的な投資を控える動きも見られ、引き続き予算縮小や内製

化を行う傾向が見受けられました。また、製造業ではより収益性を高めるため、これまで以上に国際分業を進め、最

適な国での開発、生産、販売を一層進めることで、コスト削減を図っていくと考えられます。

こうした中、当社グループにおきましては、顧客のニーズに対応し、既存取引の維持・拡大に努めることで、業績

拡大に注力するとともに、新規分野・新規顧客の開拓に努めてまいりました。

検証対象製品を分野別に見てみますと、カーナビゲーション・システムをはじめとしたＩＴＳ関連につきまして

は、前第１四半期連結累計期間に比べて売上高が増加したものの、次期モデルへの端境期となっており、本格的な回

復には至りませんでした。また、ＡＶ関連機器やモバイル通信分野においても同様に、依然として厳しい状況が続い

ております。一方、制御機器や産業機器といったその他の組込製品については、新規案件も寄与し、前第１四半期連

結累計期間と同様の水準を確保いたしました。

当社グループでは、幅広い分野で検証業務を提供するため、検証技術者のコントロールを適宜行い、適材適所に配

置してまいりました。また、全般的なコストの見直しにも努め、販売費及び一般管理費につきましては、前第１四半

期連結累計期間に比べ2.9％減少いたしました。

以上のような結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,214,243千円（前年同四半期比7.3％減、95,787千円

減）、営業損失は23,816千円（前年同四半期は営業利益16,494千円）、経常損失は26,597千円（前年同四半期は経

常利益9,483千円）、四半期純損失は35,546千円（前年同四半期は四半期純損失6,530千円）となりました。

　

（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四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、前連結会計年度末に比べて139,924千円減

少し、3,739,696千円となりました。

当第１四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）

当第１四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、82,435千円の減少となりました。主に売上

債権の回収により増加したものの、引当金の減少及び法人税等の支払により減少したこと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）

当第１四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、22,532千円の減少となりました。これは主

に無形固定資産の取得により減少したこと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）

当第１四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払により、39,235千円の減少と

なりました。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題
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当第１四半期連結累計期間において、当社グループ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１四半期連結累計期間における研究開発費は、1,338千円であります。

なお、当第１四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

（注）平成25年５月21日の取締役会決議および平成25年６月21日の株主総会決議により、平成25年10月１日より、発行可

能株式総数は6,400,000株となります。

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成25年８月７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 － －

（注）平成25年５月21日の取締役会決議および平成25年６月21日の株主総会決議により、効力発生日を平成25年10月１日

として、１単元の株式数は100株となります。

（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25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 26,084 － 792,102 － 775,852

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四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１四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25年３月31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25年６月30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25年６月30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２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。　

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１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30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。　
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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）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,879,621 3,739,696

受取手形及び売掛金 897,500 733,495

有価証券 － 28,000

仕掛品 29,029 13,503

前払費用 42,225 81,878

繰延税金資産 108,730 109,168

その他 28,159 13,437

流動資産合計 4,985,266 4,719,180

固定資産

有形固定資産 63,148 59,526

無形固定資産 204,419 198,080

投資その他の資産

投資有価証券 35,000 7,000

関係会社株式 78,032 68,452

繰延税金資産 67,496 66,897

敷金及び保証金 145,753 145,418

その他 1,703 1,283

投資その他の資産合計 327,985 289,051

固定資産合計 595,554 546,658

資産合計 5,580,821 5,265,838

負債の部

流動負債

買掛金 106,503 61,647

未払金 24,114 1,949

未払費用 109,186 126,538

未払法人税等 157,464 9,491

未払消費税等 43,347 41,957

預り金 32,206 80,757

賞与引当金 211,201 113,087

その他 6,565 13,282

流動負債合計 690,588 448,711

固定負債

退職給付引当金 168,970 167,972

役員退職慰労引当金 3,200 3,200

固定負債合計 172,170 171,172

負債合計 862,758 619,884

純資産の部

株主資本

資本金 792,102 792,102

資本剰余金 775,852 775,852

利益剰余金 3,150,712 3,076,039

株主資本合計 4,718,667 4,643,994

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △605 1,959

その他の包括利益累計額合計 △605 1,959

純資産合計 4,718,062 4,645,954

負債純資産合計 5,580,821 5,265,838
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 1,310,031 1,214,243

売上原価 942,609 897,346

売上総利益 367,421 316,896

販売費及び一般管理費 ※
 350,926

※
 340,713

営業利益又は営業損失（△） 16,494 △23,816

営業外収益

受取利息 593 377

助成金収入 － 5,453

その他 214 993

営業外収益合計 807 6,824

営業外費用

為替差損 3,348 －

持分法による投資損失 4,470 9,580

その他 － 25

営業外費用合計 7,818 9,605

経常利益又は経常損失（△） 9,483 △26,597

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

9,483 △26,597

法人税、住民税及び事業税 6,541 8,787

法人税等調整額 9,472 161

法人税等合計 16,013 8,948

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △6,530 △35,546

少数株主利益 － －

四半期純損失（△） △6,530 △35,546

少数株主利益 － －

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △6,530 △35,546

その他の包括利益

為替換算調整勘定 1,505 2,564

その他の包括利益合計 1,505 2,564

四半期包括利益 △5,025 △32,981

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,025 △32,981

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）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

9,483 △26,597

減価償却費 17,632 16,989

引当金の増減額（△は減少） △42,755 △99,365

受取利息 △593 △377

助成金収入 － △5,453

持分法による投資損益（△は益） 4,470 9,580

売上債権の増減額（△は増加） 153,885 164,645

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,327 15,526

仕入債務の増減額（△は減少） 4,890 △44,900

前払費用の増減額（△は増加） △29,551 △39,590

未払費用の増減額（△は減少） 19,707 16,945

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,229 △2,212

その他 38,116 58,352

小計 166,188 63,541

利息及び配当金の受取額 597 417

助成金の受取額 － 5,453

法人税等の支払額 △27,538 △151,848

営業活動によるキャッシュ・フロー 139,248 △82,435

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 △1,468 －

無形固定資産の取得による支出 △50,336 △23,193

敷金及び保証金の回収による収入 1,057 964

敷金及び保証金の差入による支出 △1,020 △823

従業員に対する貸付金の回収による収入 743 519

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,024 △22,532

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △39,180 △39,235

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,180 △39,235

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,892 4,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,150 △139,924

現金及び現金同等物の期首残高 3,704,724 3,879,621

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 3,751,875

※
 3,739,696
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【注記事項】

（四半期連結損益及び包括利益計算書関係）

※　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。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

従業員給与及び賞与 113,225千円 113,948千円

賞与引当金繰入額 27,669 23,381

退職給付費用 7,747 7,812

 

（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、下記

のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日）

現金及び預金勘定 3,751,875千円 3,739,696千円

現金及び現金同等物 3,751,875 3,739,696

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30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24年６月22日

定時株主総会
普通株式 39,126 1,500平成24年３月31日平成24年６月25日利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30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25年６月21日

定時株主総会
普通株式 39,126 1,500平成25年３月31日平成25年６月24日利益剰余金

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △250円37銭 △1,362円77銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △6,530 △35,546

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損失金額（△）（千円） △6,530 △35,546

普通株式の期中平均株式数（株） 26,084 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、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

２【その他】

該当事項はありません。　
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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25年８月７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 米山　英樹　　　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25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平

成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30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25年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第１四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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