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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13期

第１四半期
連結累計期間

第14期
第１四半期
連結累計期間

第13期

会計期間
自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成26年４月１日
至平成26年６月30日

自平成25年４月１日
至平成26年３月31日

売上高 （千円） 1,214,243 1,401,045 5,209,141

経常利益又は経常損失（△） （千円） △26,597 98,232 249,453

四半期純損失（△）又は四半期

（当期）純利益
（千円） △35,546 53,435 81,625

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △32,981 32,987 92,569

純資産額 （千円） 4,645,954 4,723,169 4,851,944

総資産額 （千円） 5,265,838 5,448,352 5,419,320

１株当たり四半期純損失金額

（△）又は１株当たり四半期（当

期）純利益金額

（円） △13.63 20.49 31.29

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 （％） 88.2 86.7 89.5

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △82,435 19,615 119,189

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △22,532 431 △25,843

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（千円） △39,235 △39,286 △65,067

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 3,739,696 3,896,165 3,916,861

　（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．平成25年10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実施しております。これに伴い、前連

結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失金額及び１株当たり四半期

（当期）純利益金額を算定しております。

４．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13期及び第14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（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、前連結会計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(平成26年４月１日～平成26年６月30日)におけるわが国経済は、政府の経済政策や日

銀の金融緩和の効果により、円安・株高傾向が続き、企業収益の改善や所得・雇用状況の好転により、全体として

緩やかな景気回復が見受けられました。一方、消費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動や新興国経済の停滞な

ど、依然として先行きに不安が残る状況となっております。

当社グループを取り巻く環境といたしましては、顧客である製造業では、円高傾向が是正され、収益力が改善い

たしましたが、業務効率化やコスト削減意識は依然として強く、引き続き予算見直しが見受けられました。

こうした中、当社グループにおきましては、既存取引先との連携を強化するとともに、新たな分野の開拓を進め

ることで、業績拡大に注力しております。

検証対象製品を分野別に見ますと、デジタル家電等の分野では、引き続き、厳しい環境が続きましたが、自動車

分野では、カーナビゲーション・システムなどをはじめとした従来の分野に加え、より安心、安全な検証が求めら

れる分野での検証業務への取り組みを行ない、取引先や業務範囲を拡大してまいりました。また、スマートフォン

などのモバイル通信分野の検証業務等についても前年同四半期に比べ増加いたしました。

医療機器やエネルギーなどの新たな分野の開拓による検証業務とともに、航空宇宙などの最先端の分野での検証

業務も出てきており、検証対象分野は、拡がりを見せつつあります。

他方、企業情報システムでもミッション・クリティカルなシステムにおいて、検証業務のニーズがあると考え、

引き続き、営業活動を進めております。

販売費及び一般管理費につきましては、幅広い分野で検証業務を提供するため、検証技術者を適材適所に配置

し、全般的なコストの見直しにも努め、組織の見直しを行ったことで、前年同四半期並みの水準を確保いたしまし

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1,401,045千円（前年同四半期比15.4％増、186,802千

円増）、営業利益は101,418千円（前年同四半期は営業損失23,816千円）、経常利益は98,232千円（前年同四半期

は経常損失26,597千円）、四半期純利益は53,435千円（前年同四半期は四半期純損失35,546千円）となりました。

 

（2）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結累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20,696千円減少

し、3,896,165千円となりました。

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、19,615千円の増加となりました。これは主

に引当金の減少及び法人税等の支払により減少したものの、税金等調整前四半期純利益、未払消費税等及び未払費

用が増加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、431千円の増加となりました。これは主に

有形及び無形固定資産の取得、敷金及び保証金の差入により減少したものの、敷金及び保証金の回収により増加し

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）
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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、39,286千円の減少と

なりました。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

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、1,113千円であります。

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 6,400,000

計 6,400,000

 

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26年６月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成26年８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 2,608,400 2,608,400
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 2,608,400 2,608,400 － －

 

（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26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 2,608,400 － 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26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26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2,608,300 26,083 －

単元未満株式 普通株式　　　100 － －

発行済株式総数 2,608,400 － －

総株主の議決権 － 26,083 －

 

②【自己株式等】

平成26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26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,916,861 3,896,165

受取手形及び売掛金 858,287 847,706

仕掛品 31,901 48,256

前払費用 49,931 85,211

繰延税金資産 98,535 66,539

その他 33,107 44,409

流動資産合計 4,988,624 4,988,288

固定資産   

有形固定資産 47,958 46,981

無形固定資産 192,040 178,252

投資その他の資産   

投資有価証券 7,000 7,000

関係会社株式 25,378 21,700

繰延税金資産 2,362 73,949

敷金及び保証金 139,640 129,413

その他 16,314 2,766

投資その他の資産合計 190,696 234,829

固定資産合計 430,695 460,063

資産合計 5,419,320 5,448,352

負債の部   

流動負債   

買掛金 106,984 93,048

未払金 30,965 5,703

未払費用 108,930 134,740

未払法人税等 57,061 7,485

未払消費税等 33,798 77,679

預り金 17,612 69,602

賞与引当金 206,772 126,577

その他 2,049 19,221

流動負債合計 564,176 534,059

固定負債   

退職給付に係る負債 － 191,123

役員退職慰労引当金 3,200 －

固定負債合計 3,200 191,123

負債合計 567,376 725,182

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 3,172,545 3,064,217

株主資本合計 4,740,500 4,632,172

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 4,921 3,681

退職給付に係る調整累計額 106,522 87,315

その他の包括利益累計額合計 111,444 90,997

純資産合計 4,851,944 4,723,169

負債純資産合計 5,419,320 5,448,352
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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25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 1,214,243 1,401,045

売上原価 897,346 959,134

売上総利益 316,896 441,910

販売費及び一般管理費 ※ 340,713 ※ 340,492

営業利益又は営業損失（△） △23,816 101,418

営業外収益   

受取利息 377 341

助成金収入 5,453 －

その他 993 455

営業外収益合計 6,824 797

営業外費用   

為替差損 － 223

持分法による投資損失 9,580 3,678

その他 25 81

営業外費用合計 9,605 3,983

経常利益又は経常損失（△） △26,597 98,232

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（△）
△26,597 98,232

法人税、住民税及び事業税 8,787 5,840

法人税等調整額 161 38,956

法人税等合計 8,948 44,797

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
△35,546 53,435

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,546 53,435

少数株主利益 － －

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）
△35,546 53,435

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 2,564 △1,239

退職給付に係る調整額 － △19,207

その他の包括利益合計 2,564 △20,447

四半期包括利益 △32,981 32,987

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △32,981 32,987

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25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26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（△）
△26,597 98,232

減価償却費 16,989 19,268

引当金の増減額（△は減少） △99,365 △99,353

受取利息 △377 △341

助成金収入 △5,453 －

持分法による投資損益（△は益） 9,580 3,678

売上債権の増減額（△は増加） 164,645 10,341

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,526 △16,355

仕入債務の増減額（△は減少） △44,900 △13,934

前払費用の増減額（△は増加） △39,590 △35,306

未払費用の増減額（△は減少） 16,945 26,222

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,212 43,720

その他 58,352 42,355

小計 63,541 78,528

利息及び配当金の受取額 417 278

助成金の受取額 5,453 －

法人税等の支払額 △151,848 △59,191

営業活動によるキャッシュ・フロー △82,435 19,615

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 － △2,975

無形固定資産の取得による支出 △23,193 △6,918

敷金及び保証金の回収による収入 964 11,076

敷金及び保証金の差入による支出 △823 △1,241

従業員に対する貸付金の回収による収入 519 490

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,532 431

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △39,235 △39,286

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,235 △39,286

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,279 △1,457

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △139,924 △20,696

現金及び現金同等物の期首残高 3,879,621 3,916,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 3,739,696 ※ 3,896,165
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【注記事項】

（会計方針の変更）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて当第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給

付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を変更いた

しました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第１四

半期連結会計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が190,548千円増加し、利益剰余金が

122,637千円減少しております。また、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益への影響は軽微であります。

（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25年４月１日

　　至 平成25年６月30日）

　当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年６月30日）

従業員給与及び賞与 113,948千円 105,900千円

賞与引当金繰入額 23,381 26,297

退職給付費用 7,812 5,451

 

（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25年４月１日
至 平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日）

現金及び預金勘定 3,739,696千円 3,896,165千円

現金及び現金同等物 3,739,696 3,896,165

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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

（注）当社は平成25年10月１日を効力発生日とした普通株式１株を100株とする株式分割を行っているため、当該株式分

割を考慮した場合、１株当たり配当額は15円となります。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26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26年４月25日

取締役会
普通株式 39,126 15 平成26年３月31日 平成26年６月25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株当たり四半期純利益金額又は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25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純

損失金額（△）
△13円63銭 20円49銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額又は四半期純損失金額（△）

（千円）
△35,546 53,435

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又は四半期純損

失金額（△）（千円）
△35,546 53,435

普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,400 2,608,400

（注）１．当社は平成25年10月１日付で普通株式１株を100株とする株式分割を実施しております。これに伴い、前連結

会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損

失金額を算定しております。

２．前第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。当第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、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】

平成26年４月25日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。

（イ）配当金の総額…………………………………………39,126千円

（ロ）１株当たりの金額……………………………………15円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日……………平成26年６月25日

（注）平成26年３月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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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26年８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 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26年４月１日から平成27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26年４月１日から

平成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26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26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．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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