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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２四半期
連結累計期間

第14期
第２四半期
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９月30日

自平成26年４月１日
至平成26年９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） 2,435,640 2,905,740 5,209,141

経常利益 （千円） 50,708 264,558 249,453

四半期（当期）純利益

又は四半期純損失（△）
（千円） △3,999 149,950 81,625

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 5,938 124,886 92,569

純資産額 （千円） 4,684,874 4,815,067 4,851,944

総資産額 （千円） 5,329,548 5,771,350 5,419,320

１株当たり四半期（当期）純利益金額又

は１株当たり四半期純損失金額（△）
（円） △0.77 28.74 15.65

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 （％） 87.9 83.4 89.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 21,746 313,762 119,189

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 1,696 △34,850 △25,843

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △39,374 △41,973 △65,067

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高
（千円） 3,870,349 4,152,444 3,916,861

 

回次
第13期

第２四半期
連結会計期間

第14期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自平成25年７月１日
至平成25年９月30日

自平成26年７月１日
至平成26年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 6.05 18.50

（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13期第２四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２四半期連結累

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。

４．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施し、また、平成26年10月１日付

で普通株式１株につき２株の株式分割を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われ

たと仮定して１株当たり四半期(当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額を算出しております。

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（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２四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２四半期連結累計期間(平成26年４月１日～平成26年９月30日)におけるわが国経済は、政府や日銀の経

済・金融政策を背景に企業収益や所得・雇用状況が改善し、全体として緩やかな景気回復が見受けられました。一

方、消費増税に伴う駆け込み需要の反動の長期化や世界経済の減速懸念など、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続いております。

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、業績拡大に注力いたしました。

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となりましたが、自動車関連

分野では従来の業務に加え、車載システム等のより安心、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

を行った結果、前年同四半期に比べ売上高が増加いたしました。産業機器分野では医療機器といった新たな分野の

開拓による検証業務とともに、航空などの最先端の分野での検証業務にも取り組んでおり、当社グループの主力の

検証対象製品分野へと成長しつつあります。また、スマートフォンなどのモバイル通信やアプリケーション分野で

も前年同四半期に比べ売上高が増加いたしました。

一方、中国子会社では現地に進出した日本企業に検証サービスを提供しておりますが、依然として厳しい環境が

続いております。

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２四半期連結累計期間の売上高は2,905,740千円（前年同四半期比19.3％増、470,100千

円増）、営業利益は269,436千円（前年同四半期比301.0％増、202,252千円増）、経常利益は264,558千円（前年同

四半期比421.7％増、213,849千円増）、四半期純利益は149,950千円（前年同四半期は四半期純損失3,999千円）と

なりました。

 

（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四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235,582千円増

加し、4,152,444千円となりました。

当第２四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２四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、313,762千円の増加となりました。これは

主に法人税等の支払及び売上債権の増加により減少したものの、税金等調整前四半期純利益、未払消費税等及び減

価償却費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２四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、34,850千円の減少となりました。これは主

に敷金及び保証金の回収により増加したものの、関係会社への貸付及び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）
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当第２四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、41,973千円の減少と

なりました。

（3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四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２四半期連結累計期間における研究開発費は、2,411千円であります。

なお、当第２四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

(注)平成26年９月10日の取締役会決議により、平成26年10月１日付で株式分割に伴う定款の変更が行われ、発行可能株

式総数は6,400,000株増加し、12,800,000株となっております。

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９月30日）

提出日現在発行数
（株）

（平成26年11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 2,608,400 5,216,800
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 2,608,400 5,216,800 － －

（注）平成26年10月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。

 

（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26年７月１日～

平成26年９月30日
－ 2,608,400 － 792,102 － 775,852

(注)平成26年９月10日の取締役会決議により、平成26年10月１日付で普通株式１株を２株に分割いたしました。これに

伴い、発行済株式総数は2,608,400株増加し、5,216,800株となっております。
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（６）【大株主の状況】

  平成26年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

ＳＣＳＫ株式会社 東京都江東区豊洲3丁目2-20 1,450,000 55.59

ステート ストリート バンク

アンド トラスト カンパニー

505224（常任代理人 株式会社み

ずほ銀行）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS

02101 U.S.A.

（東京都中央区月島４丁目16-13）

250,000 9.58

ベリサーブ従業員持株会 東京都新宿区西新宿6丁目24-1 135,800 5.21

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海1丁目8-11 40,400 1.55

浅井　清孝 東京都稲城市 39,300 1.51

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町2丁目11-3 16,600 0.64

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口1）
東京都中央区晴海1丁目8-11 12,800 0.49

中西　将機 大阪府大阪市旭区 12,300 0.47

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口3）
東京都中央区晴海1丁目8-11 11,700 0.45

髙橋　豊 東京都世田谷区 11,154 0.43

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口5）
東京都中央区晴海1丁目8-11 10,900 0.42

計 － 1,990,954 76.33

（注）１．上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は

35,200株であります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分4,200株、投資信託設定分31,000株となって

おります。

２．上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の所有株式数のうち信託業務に係る株式数は15,700

株であります。なお、それらの内訳は、年金信託設定分2,400株、投資信託設定分13,300株となっておりま

す。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成26年９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2,608,100 26,081 －

単元未満株式 　普通株式　　　300 － －

発行済株式総数 2,608,400 － －

総株主の議決権 － 26,081 －

 

②【自己株式等】

平成26年９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）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７月１日から平

成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９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２四半期連結会計期間

(平成26年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,916,861 4,152,444

受取手形及び売掛金 858,287 891,021

仕掛品 31,901 44,144

前払費用 49,931 74,101

繰延税金資産 98,535 114,490

その他 33,107 40,839

流動資産合計 4,988,624 5,317,042

固定資産   

有形固定資産 47,958 48,060

無形固定資産 192,040 176,157

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 18,909

繰延税金資産 2,362 70,911

敷金及び保証金 139,640 130,690

その他 16,314 2,578

投資その他の資産合計 190,696 230,090

固定資産合計 430,695 454,307

資産合計 5,419,320 5,771,350

負債の部   

流動負債   

買掛金 106,984 118,757

未払金 30,965 15,107

未払費用 108,930 120,303

未払法人税等 57,061 126,459

未払消費税等 33,798 97,685

預り金 17,612 17,129

賞与引当金 206,772 248,693

その他 2,049 29,196

流動負債合計 564,176 773,331

固定負債   

退職給付に係る負債 － 182,951

役員退職慰労引当金 3,200 －

固定負債合計 3,200 182,951

負債合計 567,376 956,282

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 3,160,732

株主資本合計 4,740,500 4,728,687

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 4,921 3,620

退職給付に係る調整累計額 106,522 82,760

その他の包括利益累計額合計 111,444 86,380

純資産合計 4,851,944 4,815,067

負債純資産合計 5,419,320 5,771,350
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（２）【四半期連結損益及び包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９月30日)

売上高 2,435,640 2,905,740

売上原価 1,735,283 1,999,775

売上総利益 700,356 905,964

販売費及び一般管理費 ※ 633,171 ※ 636,528

営業利益 67,184 269,436

営業外収益   

受取利息 1,298 695

助成金収入 5,453 －

その他 659 1,188

営業外収益合計 7,411 1,884

営業外費用   

為替差損 － 132

持分法による投資損失 23,846 6,468

その他 40 161

営業外費用合計 23,887 6,762

経常利益 50,708 264,558

特別利益   

固定資産売却益 2,026 －

特別利益合計 2,026 －

税金等調整前四半期純利益 52,735 264,558

法人税、住民税及び事業税 32,446 118,041

法人税等調整額 24,287 △3,433

法人税等合計 56,734 114,607

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（△）
△3,999 149,950

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,999 149,950

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（△）
△3,999 149,950

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 4,519 △1,301

持分変動差額 5,417 －

退職給付に係る調整額 － △23,762

その他の包括利益合計 9,937 △25,064

四半期包括利益 5,938 124,886

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,938 124,886

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２四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年９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 52,735 264,558

減価償却費 34,981 38,231

固定資産売却損益（△は益） △2,026 －

引当金の増減額（△は減少） △31,984 7,593

受取利息 △1,298 △695

助成金収入 △5,453 －

持分法による投資損益（△は益） 23,846 6,468

売上債権の増減額（△は増加） 172,920 △33,086

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,139 △12,243

仕入債務の増減額（△は減少） △35,255 11,774

前払費用の増減額（△は増加） △29,753 △24,211

未払費用の増減額（△は減少） △8,798 11,744

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,870 64,066

その他 17,013 30,691

小計 166,917 364,893

利息及び配当金の受取額 1,326 680

助成金の受取額 5,453 －

法人税等の支払額 △151,950 △51,811

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,746 313,762

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 △3,277 △7,739

有形固定資産の売却による収入 3,205 －

有価証券の売却による収入 28,000 －

無形固定資産の取得による支出 △33,501 △16,125

敷金及び保証金の回収による収入 8,662 12,060

敷金及び保証金の差入による支出 △1,386 △3,838

関係会社貸付けによる支出 － △20,000

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 1,094 792

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,696 △34,850

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △39,374 △41,973

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,374 △41,973

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,660 △1,355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,271 235,582

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 ※ 3,870,349 ※ 4,152,444
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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２四

半期連結累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２四半期連結累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２四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。
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（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２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日

　　至 平成25年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日

　　至 平成26年９月30日）

従業員給与及び賞与 215,347千円 199,619千円

賞与引当金繰入額 36,450 49,529

退職給付費用 15,258 10,871

 

（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２四半期連結累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年９月30日）

現金及び預金勘定 3,870,349千円 4,152,444千円

現金及び現金同等物 3,870,349 4,152,444

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年９月30日）

１．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

 

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

末後となるもの

（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10月29日

取締役会
普通株式 26,084 1,000 平成25年９月30日 平成25年12月９日 利益剰余金

（注）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10円となります。

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年９月30日）

１．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

 

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

末後となるもの

（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10月29日

取締役会
普通株式 26,084 10 平成26年９月30日 平成26年12月８日 利益剰余金

（注）平成26年10月１日を効力発生日とした普通株式１株を２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５円となります。
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（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。

（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２四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年９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（△）
△0円77銭 28円74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）
△3,999 149,950

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）
△3,999 149,950

普通株式の期中平均株式数（株） 5,216,800 5,216,800

（注）１．前第２四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２四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．当社は、平成25年10月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を実施し、また、平成26年10月１日付で

普通株式１株につき２株の株式分割を実施しております。前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと

仮定して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出しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

平成26年10月29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・・・・・・・・・・・・・・・・10円

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日・・・・・・・平成26年12月８日

（注）１.平成26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、支払いを行います。

２.平成26年10月１日を効力発生日とした普通株式１株を２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５円となります。
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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26年11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２四半期連結会計期間（平成26年７月１日から

平成26年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年９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９月30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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