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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

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。 

なお、サービス別の業績につきましては、後述の「５．補足情報（１）生産、受注及び販売の状況」をご参照下

さい。

 

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析

当第１四半期連結会計期間末における資産、負債及び純資産の状況は次のとおりであります。

（資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産合計は、前連結会計年度末に比べ336千円減少し、4,988,288千

円となりました。これは主に前払費用及び仕掛品の計上により増加したものの、繰延税金資産及び現金及び預金が

減少したことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における固定資産合計は、前連結会計年度末に比べ29,773千円減少し、400,922千

円となりました。これは主に繰延税金資産は増加したものの、敷金及び保証金等が減少したことによるものであり

ます。

以上の結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ30,110千円減少し、5,389,210千円となりました。

 

（負債の部）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債合計は、前連結会計年度末に比べ30,116千円減少し、534,059千

円となりました。これは主に預り金及び未払消費税等が増加したものの、賞与引当金及び未払法人税等が減少した

ことによるものであります。

当第１四半期連結会計期間末における固定負債合計は、前連結会計年度末に比べ21,981千円増加し、25,181千

円となりました。これは役員退職慰労引当金が減少したものの、会計基準の改正に伴い退職給付に係る負債が増加

したことによるものであります。

以上の結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ8,134千円減少し、559,241千円となりました。

 

（純資産の部）

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ21,975千円減少し、4,829,969千

円となりました。これは主に四半期純利益の計上により利益剰余金が増加したものの、退職給付会計基準等の改正

に伴う影響及び配当金の支払により利益剰余金が減少したことによるものであります。
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②キャッシュ・フローの状況に関する分析

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い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） 

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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第１四半期連結累計期間の連結業績が堅調に推移した結果、第２四半期連結累計期間の四半期純利益予想を上

回る状況となり、本日（平成26年７月30日）「平成27年３月期 第２四半期（累計）連結業績予想の修正に関する

お知らせ」で発表いたしましたとおり、第２四半期連結累計期間の予想を上方修正いたしました。 

通期業績予想につきましては、日本国内における人件費や外注費が上昇傾向にあることや市場動向が不透明な状

況で推移していることから、当初発表を据え置きます。 

詳細につきましては、本日（平成26年７月30日）開示しております「平成27年３月期 第２四半期（累計）連結

業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（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、割引率の算定方法を変更い

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24,606千円増加し、利益剰余金が15,837

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。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。
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４．四半期連結財務諸表

（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 14,808 

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 190,696 175,687 

固定資産合計 430,695 400,922 

資産合計 5,419,320 5,389,210 

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 － 25,181 

役員退職慰労引当金 3,200 － 

固定負債合計 3,200 25,181 

負債合計 567,376 559,241 

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 3,171,017 

株主資本合計 4,740,500 4,738,972 

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 4,829,969 

負債純資産合計 5,419,320 5,389,210 
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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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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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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５．補足情報

（１）生産、受注及び販売の状況

①生産実績

当社グループの提供している事業はシステム検証サービス業でありますので、事業上の特性から生産実績を示すこ

とは困難であるため記載しておりません。

②受注実績

当第１四半期連結累計期間の受注実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。

サービス別 受注高（千円）

 

 受注残高（千円）

 

 前年同四半期比

（％）

前年同四半期比

（％）

開発支援検証サービス 1,292,050 ＋7.6 1,152,985 ＋40.7

認定支援サービス 2,600 △10.3 2,050 －

検証情報サービス 5,105 △86.2 36,671 △21.9

製品検証サービス計 1,299,755 ＋4.8 1,191,707 ＋37.5

セキュリティ検証サービス 23,864 ＋26.7 15,280 ＋2.3

その他のサービス 51,013 ＋187.2 56,964 ＋362.4

合 計 1,374,633 ＋7.7 1,263,951 ＋41.4

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③販売実績

当第１四半期連結累計期間の販売実績をサービス別に示すと、次のとおりであります。

サービス別 販売高（千円）
 

 前年同四半期比（％）

開発支援検証サービス 1,347,592 ＋16.9

認定支援サービス 550 △81.0

検証情報サービス 18,580 △32.2

製品検証サービス計 1,366,722 ＋15.6

セキュリティ検証サービス 15,554 △8.3

その他のサービス 18,769 ＋28.0

合 計 1,401,045 ＋15.4

（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間における主な相手先別の販売実績及び当

該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。

相手先
前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

株式会社デンソー※ 173,792 14.3 － －

ソニー株式会社※ 174,552 14.4 － －

パイオニア株式会社※ 144,916 11.9 － －

※当第１四半期連結累計期間における販売実績につきましては、総販売実績に対する当該割合が100分の10未満であ

ったため記載を省略しております。
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