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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第１四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年６月30日）

（１）連結経営成績(累計)
(％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年３月期第１四半期 263 △19.0 △109 ― △109 ― △110 ―

24年３月期第１四半期 325 △24.0 △86 ― △82 ― △85 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △110百万円(―％) 24年３月期第１四半期 △85百万円(―％)

１株当たり 
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益

円 銭 円 銭

25年３月期第１四半期 △383.20 ―
24年３月期第１四半期 △298.26 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第１四半期 1,295 983 75.9

24年３月期 1,220 1,093 89.6

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 983百万円 24年３月期 1,093百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

３．平成25年３月期の連結業績予想（平成24年４月１日～平成25年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 736 △2.9 5 ― 5 ― 5 ― 17.40
通期 1,906 25.0 15 ― 12 ― 12 ― 41.77



  

 

 

 
  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる

条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規  １社 (社名)株式会社シスウェーブ(旧 株式会社シスウェーブ分割準備会社） 

除外  ―社 (社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 304,023株 24年３月期 304,023株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 16,749株 24年３月期 16,749株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 287,274株 24年３月期１Ｑ 287,274株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年6月30日）におけるわが国経済は、東日本大震

災後の復興需要の高まりを背景に、景気悪化から回復しつつあるものの、ギリシャに端を発した欧州の債務

危機や円高の長期化、電力不足の懸念などから、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループを取り巻く経営環境におきましても、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念等により消費者の

低価格志向や節約志向は依然として根強く、平成24年２月のエルピーダメモリーの経営破綻さらにはルネサ

スエレクトロニクスの経営危機などにより半導体業界のみならず、産業界全体にも大きな影響を及ぼす可能

性があり、引き続きなお予断を許さない状況となっております。 

 このような環境下にあって当社グループは、国内大手半導体メーカーを受託先として、デジタル家電製品

や自動車などに使用されるＬＳＩの開発工程における『テスト開発』を中心として受託開発を行っておりま

すが、国内半導体メーカーは、引き続き設備投資抑制や、開発投資の内製化等を進すすめております。 

 当社グループは、従来より特定大手取引先への依存度を下げるべく、新たな収益事業の開発とともに、新

規顧客の拡大に向け当社グループの技術を集約したプラットフォームの開発に取り組んでまいりましたが、

各メーカーの新規発注の手控えという季節的な要因もあり、当第１四半期連結累計期間の売上高は、２億63

百万円（前年同期比19.0％減）となりました。 

 損益につきましては、労務費の削減やグループ企業の事務所の集約等、様々な経費削減の取り組みを行っ

ていましたが、持株会社への移行の伴う一時的な経費の発生や、新たな事業領域拡大の為のＭ＆Ａを積極的

に行ったため経費が増加し、当第１四半期連結累計期間の営業損益ならびに経常損益はそれぞれ、営業損失

１億９百万円（前第１四半期連結累計期間は営業損失86百万円）、経常損失１億９百万円（前第１四半期連

結累計期間は経常損失82百万円）となり、四半期純損失は１億10百万円（前第１四半期連結累計期間は四半

期純損失85百万円）となりました。 

  

 当第1四半期連結会計期間末の総資産は12億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ75百万円増加いた

しました。流動資産は12億３百万円となり98百万円増加いたしました。主な要因は、短期貸付金の増加60百

万円、仕掛品の増加31百万円によるものであります。固定資産は92百万円となり23百万円減少いたしまし

た。そのうち、有形固定資産は16百万円、無形固定資産は27百万円となりそれぞれ大きな変動はありません

でした。投資その他の資産は49百万円となり20百万円減少いたしました。主な要因は事務所敷金減少16百万

円によるものであります。 

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は３億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億85百万円増

加いたしました。流動負債は３億５百万円となり１億85百万円増加いたしました。主な要因は、銀行から短

期借入金の１億90百万円の増加によるものであります。固定負債は７百万円となり大きな変動はありません

でした。 

当第1四半期連結会計期間末の純資産は９億83百万円となり前連結会計年度末に比べ１億10百万円減少い

たしました。これは、当四半期純損失１億10百万円の計上によるものであります。この結果、自己資本比率

は、前連結会計年度末の89．6％から75.9％となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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 平成24年４月27日に公表しました平成25年３月期通期の連結業績予想を修正いたしました。詳しくは本日

別途公表しました「通期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。なお、平成24年４月27

日公表しました平成25年３月期第２四半期（累計）の連結業績予想の修正は行なっておりません。 

 これは、平成24年7月26日の取締役会にて、当社100%子会社である株式会社上武支援準備会社により株式

会社上武が営むシステム開発事業、システムエンジニアリング等に関する人材派遣事業及びデータ消去等に

関する事業を譲り受ける旨の事業譲渡契約を締結したことにより、下期の売上高が3億7千万円程度増加する

ことが見込まれることによるものです。なお、のれん代の影響や事業譲受けに伴うＭ＆Ａ費用の増加によ

り、損益への影響は限定的と見込んでおり、売上高のみの修正を行うことといたしました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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前連結会計年度において非連結子会社であった株式会社シスウェーブ（旧 株式会社シスウェーブ分

割準備会社）は、平成24年４月１日に純粋持株会社制への移行に伴う会社分割により当社の全ての事業

（但し、子会社株式を所有することにより、これらの会社の事業活動を支配・管理する事業を除く。）

を承継したことにより、重要性が増したことから、当第１四半期連結累計期間より連結の範囲に含めて

おります。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

なお、これによる当第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に

与える影響は軽微であります。 

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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 411,825 618,666

受取手形及び売掛金 588,225 375,151

製品 15,234 15,234

仕掛品 44,887 75,977

原材料 1,128 1,128

その他 43,203 116,872

流動資産合計 1,104,504 1,203,030

固定資産

有形固定資産 18,406 16,503

無形固定資産 28,572 27,173

投資その他の資産 69,263 49,092

固定資産合計 116,242 92,769

資産合計 1,220,747 1,295,800

負債の部

流動負債

買掛金 28,450 17,615

短期借入金 － 190,000

未払法人税等 3,903 1,219

受注損失引当金 2,337 5,647

その他 85,161 90,566

流動負債合計 119,852 305,048

固定負債

長期未払金 5,300 5,300

資産除去債務 1,710 1,719

固定負債合計 7,010 7,019

負債合計 126,863 312,068

純資産の部

株主資本

資本金 389,776 389,776

資本剰余金 339,662 339,662

利益剰余金 447,426 337,274

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,093,883 983,732

純資産合計 1,093,883 983,732

負債純資産合計 1,220,747 1,295,800
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
四半期連結損益計算書
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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

売上高 325,551 263,829

売上原価 277,797 215,228

売上総利益 47,754 48,601

販売費及び一般管理費 134,090 158,551

営業損失（△） △86,336 △109,950

営業外収益

受取手数料 152 117

助成金収入 4,004 －

その他 64 12

営業外収益合計 4,221 130

営業外費用

支払利息 95 52

営業外費用合計 95 52

経常損失（△） △82,210 △109,872

特別損失

固定資産除却損 7 －

賃貸借契約解約損 3,242 －

特別損失合計 3,250 －

税金等調整前四半期純損失（△） △85,461 △109,872

法人税、住民税及び事業税 △256 270

法人税等調整額 477 △57

法人税等合計 220 212

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △85,682 △110,084

四半期純損失（△） △85,682 △110,084

株式会社シスウェーブホールディングス（6636）　平成25年3月期　第1四半期決算短信

6



四半期連結包括利益計算書
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23年４月１日
至 平成23年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △85,682 △110,084

四半期包括利益 △85,682 △110,084

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △85,682 △110,084
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当第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） 

該当事項はありません。 

  

当第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） 

該当事項はありません。 

  

  

株式会社上武の再生支援に係る当社子会社における事業譲受けについて 

  

当社は、株式会社上武（以下、「上武」という。）の事業再生を目的とした支援スポンサー企業とし

て、上武と平成24年5月25日に基本合意契約書を締結し、事業譲渡に関する協議を進めて参りました。平

成24年７月26日、取締役会を開催し、当社100%子会社である株式会社上武支援準備会社により上武が営む

システム開発事業、システムエンジニアリング等に関する人材派遣事業及びデータ消去等に関する事業

（以下、「承継対象事業」という。）を譲り受ける旨の事業譲渡契約を締結することを決議いたしまし

た。 

  

１．当社子会社（株式会社上武支援準備会社）における事業譲受け 

（１）  当社子会社（株式会社上武支援準備会社）における事業譲渡契約締結の理由 

当社グループは、平成24年4月1日より持株会社体制へ移行し、半導体メーカー、電気機器メーカー等を

対象とした、テストソリューション事業・組込ソリューション事業という従来の中核事業領域の体制強

化・拡大とともに、新たな収益事業領域の拡大を経営方針としております。これらの経営方針を具現化す

るため、持株会社化によるグループ企業戦略策定機能と事業執行機能の分離による経営のスピード化、経

営資源の最適配分、強固な経営組織の構築、新規事業の立ち上げなどの迅速な意思決定、Ｍ＆Ａ等を活用

した経営規模の水平的な拡大などを経営課題と位置づけております。 

承継対象事業である、NTTグループに対するシステム開発事業、システムエンジニアリングに関する人

材派遣事業及びデータ消去並びにそれらに付随するOA器機やパソコンの販売事業は、安定的かつ収益性の

高い事業であります。また、主要顧客であるNTTグループの企業規模を考慮すると、今後更なる取引・事

業規模拡大の余地があると考えられ、これら承継対象事業を当社グループの新たな事業領域と位置づける

ことといたしました。 

今後、当該承継対象事業の取引・事業規模を拡大するためには、人員の確保、既存の業務運営を継承す

るための教育システム、それらを組織的に運営するためのマネージメントの育成、さらには、これらを実

現するための資金等が必要不可欠と思われますが、当社グループのマネージメント力や財務基盤の活用に

より、これらをより確実に達成することが可能であると考えます。 

また、システムエンジニアリングやシステム開発の分野では当社のグループ企業である株式会社ソアー

システムとの協業により、顧客満足度の高い新たな提案を行い、今まで以上にNTTグループ、さらには他

の新規顧客に対する事業展開の機会が生まれるものと確信しております。 

このように、今回の支援により承継対象事業及び当社グループにとって、様々なシナジー効果が期待で

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）重要な後発事象
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きると考えております。当社といたしましては、以上のようなシナジー効果を見込み、事業の強化発展

に繋がると考え、上武の再生支援に参画することを決定し、上武との間で、係る事業譲渡契約書を締結い

たしました。 

  

  

（２）譲受け部門の内容 

(ⅰ)業務アプリケーションシステム構築 

(ⅱ)顧客データベースシステム構築 

(ⅲ) 人材派遣事業 

(ⅳ) パソコンデータ消去・リサイクル事業 

(ⅴ)各種業務支援事業 

  

（３）譲受け部門の経営成績 

（単位：百万円）

 
  

(４)譲受け資産、負債の項目及び金額（平成24年６月30日現在）        （単位：百万円） 

 
  

（５）譲受け価格及び決済方法 

 譲受け価額：金100,000,000円 

決済方法：事業譲渡の実行日である平成24年10月１日（予定）に金80,000,000円を、平成24年12月28

日（予定）に残額20,000,000円をそれぞれ現金で支払います。 

 当該事業譲受けに関して、外部機関であるエースターコンサルティング株式会社に事業価値算定を依

頼いたしました。 

  

２．事業譲受けを行う当社子会社の概要 

  平成23年４月期 平成24年4月期

売上高 1,212 1,111

売上総利益 944 840

営業利益 11 57

経常利益 12 57

資   産 負   債

項  目 帳簿価額 項  目 帳簿価額
有形固定資産 11 ― ―

無形固定資産 1

投資その他の資産 11

合  計 23 合  計 ―

（１） 商号 株式会社上武支援準備会社

（２） 本店所在地 川崎市中原区小杉一丁目403番地

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長：池畑 勝治

（４） 事業内容 (ⅰ)業務アプリケーションシステム構築
(ⅱ)顧客データベースシステム構築
(ⅲ)人材派遣事業
(ⅳ)パソコンデータ消去・リサイクル事業
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３．相手先（株式会社上武）の概要 

 
  

４．日程 

 事業譲受け契約締結に係る取締役会決議            平成24年７月26日 

 事業譲受け契約締結                              平成24年７月26日 

 当社子会社における事業譲受日                    平成24年10月１日（予定） 

  

  

  

  

(ⅴ)各種業務支援事業
（５） 資本金の額 250万円

（６） 設立年月日 平成24年７月２日

（７） 大株主及び持株比率 株式会社シスウェーブホールディングス 100%

（８） 当社と当該会社の関係 代表取締役社長 池畑 勝治は、当社取締役を兼務しております。

（１） 商号 株式会社上武

（２） 本店所在地 東京都千代田区二番町4-3 二番町カシュービル
（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長：廣峰 鎭雄
（４） 事業内容 (ⅰ)業務アプリケーションシステム構築

(ⅱ)顧客データベースシステム構築
(ⅲ)人材派遣事業
(ⅳ)パソコンデータ消去・リサイクル事業
(ⅴ)各種業務支援事業

（５） 資本金の額 5,300万円 （平成24年４月30日現在）

（６） 設立年月日 1978年(昭和53年)5月26日

（７） 純資産 △373,502千円

（８） 総資産 325,358千円

（９） 大株主及び持株比率 株式会社上武社員持株会             10,000株 23.8%
船橋孝一郎                  8,300株 19.7%
羽田野主税                  7,800株 18.5%
廣峰鎭雄                   6,500株 15.4%
エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ株式会社  4,000株 9.5%

（10） 上場会社と当該会社の
関係等

資本関係
人的関係
取引関係

当社及び当社の関係者並びに当社の関係会社と当該会
社との資本関係、人的関係、取引関係はありません。

関連当事者へ
の該当状況

当該会社は、当社の関連当事者には該当しません。
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