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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 615 △18.8 △219 ― △217 ― △221 ―
24年3月期第2四半期 757 △18.3 △53 ― △48 ― △59 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △221百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △59百万円 （―％）

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2四半期 △770.61 ―
24年3月期第2四半期 △207.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 1,177 872 74.1
24年3月期 1,220 1,093 89.6
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  872百万円 24年3月期  1,093百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 1,906 25.0 15 ― 12 ― 12 ― 41.77



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  有  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期手続きの対象外であり、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
半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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

新規 1社 （社名） 株式会社シスウェーブトレーディング 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 304,023 株 24年3月期 304,023 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 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2Q 287,274 株 24年3月期2Q 287,274 株
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当第２四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年９月30日）におけるわが国経済は、東日本

大震災からの復興需要を背景として緩やかな景気の回復が見られたものの、欧州金融危機や長期化する

円高の懸念、株価の低迷など、依然として不透明な状況が続いております。           

  当社グループの中核事業領域である半導体業界、電気機器業界におきましては、平成24年2月のエル

ピーダメモリの東京地方裁判所への会社更生法の申請、当社グループの主要顧客であるルネサスエレク

トロニクスの経営危機、日本を代表する大手家電メーカーの業績不振とそれに伴うリストラなどによ

り、当社グループを取り巻く環境は想像を超えて急速に厳しさを増しております。 

 そのような経営環境の中で、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、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、株式会社上武から当社100％子会社への事業譲受け

や、インドネシア共和国のインドネシア科学院（以下、「LIPI」という。）及び株式会社日本ソルガム

との間で締結したスマートシティ構想に関するMOUを基に、インドネシアにあるLIPI研究施設内にてバ

イオ燃料に関する共同研究を開始するなど、新たな収益事業領域の拡大に注力しております。 

 このように持株会社体制への移行による新たな収益事業領域の拡大を推進する一方、現段階での中核

事業領域である半導体業界、電気機器業界においては、特定大手取引先への依存度を下げるべく、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。

しかしながら各メーカーの新規発注の手控えが未だ継続していることもあり、当第２四半期連結累計期

間の売上高は、６億15百万円（前年同期比18.8％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

を積極的に行ったことや、インドネシアでの新規事業への投資およびテストソリューション事業での研

究開発費の増加などが影響し、当第２四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２億19百万円（前第２四半期連結累計期間は営業損失53百万円）、経常損失２億17百万円（前第

２四半期連結累計期間は経常損失48百万円）となり、四半期純損失は２億21百万円（前第２四半期連結

累計期間は四半期純損失59百万円）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は11億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ43百万円減少

いたしました。流動資産は８億80百万円となり２億24百万円減少いたしました。主な要因は、前渡金の

増加１億円、仕掛品の増加15百万円、短期貸付金の増加70百万円、売掛金及び受取手形の減少３億58百

万円、現金及び預金の減少85百万円によるものであります。固定資産は２億97百万円となり１億81百万

円増加いたしました。有形固定資産は21百万円となり大きな変動はありませんでした。無形固定資産は

53百万円となり24百万円増加しました。主な要因は、営業権の増加28百万円によるものであります。投

資その他の資産は２億22百万円となり１億53百万円増加いたしました。主な要因は投資有価証券の増加

１億９百万円、差入れ保証金の増加70百万円によるものであります。当第２四半期連結会計期間末の負

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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債合計は３億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億78百万円増加いたしました。流動負債は

３億３百万円となり１億83百万円増加いたしました。主な要因は、銀行からの短期借入金の増加１億45

百万円、賞与引当金の増加22百万円によるものであります。固定負債は１百万円となり、前連結会計年

度末に比べ５百万円減少いたしました。主な要因は、長期未払金の減少５百万円によるものでありま

す。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は８億72百万円となり前連結会計年度末に比べ２億21百万円減少

いたしました。これは、当四半期純損失２億21百万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74.1％となりました。 

  

平成24年４月27日に公表しました平成25年３月期第２四半期（累計）の連結業績予想を修正いたしま

した。詳しくは平成24年10月18日に公表しました「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７月30日に公表しました平成25年３月期通期連結業績予想の修正は行なっておりま

せん。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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第１四半期連結累計期間において非連結子会社であった株式会社シスウェーブトレーディングは、重

要性が増したことから、当第２四半期連結累計期間より連結の範囲に含めております。 

  

（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） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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
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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２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 411,825 326,342

受取手形及び売掛金 588,225 229,915

製品 15,234 15,234

仕掛品 44,887 59,945

原材料 1,128 1,128

その他 43,203 247,448

流動資産合計 1,104,504 880,015

固定資産

有形固定資産 18,406 21,379

無形固定資産 28,572 53,248

投資その他の資産 69,263 222,962

固定資産合計 116,242 297,590

資産合計 1,220,747 1,177,606

負債の部

流動負債

買掛金 28,450 18,934

短期借入金 － 145,000

未払法人税等 3,903 5,893

賞与引当金 － 22,638

受注損失引当金 2,337 4,514

その他 85,161 105,882

流動負債合計 119,852 302,863

固定負債

長期未払金 5,300 －

資産除去債務 1,710 1,728

その他 － 573

固定負債合計 7,010 2,301

負債合計 126,863 305,165

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 447,426 225,983

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,093,883 872,440

純資産合計 1,093,883 872,440

負債純資産合計 1,220,747 1,177,606
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 757,855 615,214

売上原価 559,375 504,183

売上総利益 198,479 111,030

販売費及び一般管理費 251,815 330,361

営業損失（△） △53,335 △219,330

営業外収益

受取利息 47 1,398

助成金収入 4,004 －

受取手数料 － 794

その他 602 225

営業外収益合計 4,654 2,418

営業外費用

支払利息 254 612

営業外費用合計 254 612

経常損失（△） △48,935 △217,524

特別損失

固定資産除却損 93 8

瑕疵担保責任履行損失 3,106 －

賃貸借契約解約損 3,242 －

特別損失合計 6,443 8

税金等調整前四半期純損失（△） △55,378 △217,532

法人税、住民税及び事業税 3,754 4,614

法人税等調整額 456 △771

法人税等合計 4,210 3,843

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △59,589 △221,375

四半期純損失（△） △59,589 △221,375
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四半期連結包括利益計算書
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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △59,589 △221,375

四半期包括利益 △59,589 △221,375

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △59,589 △221,375
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当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

①第三者割当による新株式の発行及び第１回新株予約権の発行 

  

当社は、平成24年10月18日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当の方法により新株式

の発行ならびに第１回新株予約権を発行することについて決議いたしました。 

  

募集の概要 

(1) 新株式発行募集の概要 

 
  

(2） 新株予約権の概要 

（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

（1）発行期日 平成24年11月5日

（2）発行新株式数 普通株式27,000株

（3）発行価格 １株につき3,400円

（4）発行価額の総額 91,800,000円

（5）資本組入額 １株につき1,700 円

（6）資本組入額の総額 45,900,000円

（7）払込期日 平成24年11月5日

（8）募集又は割当方法 第三者割当
(割当先) Greenfields Holdings Limited  （27,000株）

（9) 資金使途 株式会社上武に対する事業譲受け対価

（10）その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出
書の効力が発生することが条件になります。

（1）申込期日 平成24 年11月５日 

（2）新株予約権の総数 410個（１個当たり100株）

（3）発行価格 １個につき1,850円

（4）当該発行による潜在株式数 41,000株

（5）調達資金の額
（新株予約権の行使に際して出資され
る財産の価額）

140,158,500 円
（内訳）新株予約権の発行による調達額：758,500円
    新株予約権の行使による調達額：139,400,000円

（6）行使価額 3,400円

（7）行使期間 平成24 年11月５日から平成26 年11月４日まで
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②当社100％子会社における事業譲受け 

当社は、平成24年５月25日付け「株式会社上武の再生支援に係る基本合意契約書締結に関するお知ら

せ」、平成24年７月26日付け「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に関するお

知らせ」及び平成24年9月26日付け「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の効

力発生日の変更に関するお知らせ」にて当社100％子会社である株式会社上武（平成24年11月１日付け

で株式会社上武支援準備会社より商号変更）による株式会社ヒロコーポレーション（平成24年11月１日

付けで株式会社上武より商号変更）からの事業譲受けについてお知らせしておりましたが、平成24年11

月１日にその効力が発生いたしました。 

  

１．被取得企業の名称及び事業の内容 

 名称        株式会社上武 

 事業の内容     (ⅰ)業務アプリケーションステム構築業務 

            (ⅱ)顧客データベスシテム構築業務 

            (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 

２．企業結合を行った主な理由 

株式会社上武より、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

材派遣事業およびデータ消去事業ならびにそれらに付随するOA機器やパソコンの販売事業等、安定的か

つ収益性の高い事業を譲り受けることにより、当社の経営方針である、新たな収益事業領域の拡大を目

的としたものであります。 

３．企業結合日      平成24年11月１日 

４．取得原価 

譲渡価格：金100,000,000円 

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

現時点では未確定であります。 

６．発生したのれんの額、発生原因、償却方法及び償却期間 

 現時点では未確定であります。 

（8）募集又は割当方法 第三者割当
(割当先) Greenfields Holdings Limited      （410個）

（9）資金使途 事業譲受け後の株式会社上武の運転資金、インドネシアにお
ける新規事業投資資金

（10）その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出
書の効力が発生することが条件になります。
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