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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42期
第１四半期
連結累計期間

第43期
第１四半期
連結累計期間

第42期

会計期間
自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日

売上高 (千円) 325,551 263,829 1,525,139

経常損失（△） (千円) △82,210 △109,872 △84,557

四半期(当期)純損失（△） (千円) △85,682 △110,084 △295,658

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △85,682 △110,084 △295,658

純資産額 (千円) 1,303,859 983,732 1,093,883

総資産額 (千円) 1,495,607 1,295,800 1,220,747

１株当たり四半期(当期)
純損失金額（△）

(円) △298.26 △383.20 △1,029.18

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 (％) 87.2 75.9 89.6

(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．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、１株当たり四半期（当期）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。

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブホールディングス(E02118)

四半期報告書

 2/23



　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間における各セグメントに係る主な事業の内容の変更と主な関係会社の異動

は、概ね次のとおりであります。

なお、当社は平成24年４月１日をもって持株会社体制に移行したため、当社のテストソリューション事業

を会社分割により当社100％子会社に承継いたしました。また、当社は同日付で「株式会社シスウェーブ」

から「株式会社シスウェーブホールディングス」に商号変更するとともに、その事業目的を持株会社体制

移行後の事業に合わせて変更しております。

　

　〈テストソリューション事業〉

当第１四半期連結会計期間から、持株会社体制へ移行したため、当社のテストソリューション事業を会社

分割により承継した当社100％子会社である「株式会社シスウェーブ」を連結の範囲に含めております。な

お、当社は持株会社体制への移行に伴い、平成24年４月１日付で当社の商号を「株式会社シスウェーブ」か

ら「株式会社シスウェーブホールディングス」に変更いたしました。

　
　〈組込ソリューション事業〉

主要な関係会社の異動はありません。
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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、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は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」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

　

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】

（１）業績の状況

　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。

　
　セグメント業績は次のとおりであります。なお、平成24年４月１日付の持株会社体制への移行に伴い、当期よ

り報告セグメントに配分していない全社収益及び費用が発生しております。

　また、前年同期比較については変更後の数値を用いております。

　テストソリューション事業の売上高は２億24百万円（前年同期比24.2％減）、セグメント損失71百万円（前

年同期：セグメント利益2百万円）、組込ソリューション事業の売上高は45百万円（前年同期比26.1％増）、

セグメント損失３百万円（前年同期：セグメント損失14百万円）となりました。
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（２）財政状態の分析

  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。
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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 1,200,000

計 1,200,000

　

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24年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成24年８月10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 304,023 304,023
大阪証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数　１０株

計 304,023 304,023 ― ―

　

(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24年４月１日～
平成24年６月30日

― 304,023 ― 389,776 ― 339,662
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(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。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成24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)
(自己保有株式)

─ ─
普通株式 16,740

完全議決権株式(その他) 普通株式 287,230 28,723 ─

単元未満株式 普通株式 53 ─ ―

発行済株式総数 304,023 ─ ─

総株主の議決権 ─ 28,723 ─

(注)  当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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24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。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成24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(％)

(自己保有株式)
株式会社シスウェーブ
ホールディングス

神奈川県川崎市中原区小
杉町一丁目403番地

16,740― 16,740 5.51

計 ― 16,740― 16,740 5.51

　

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１四半期連結会計期間(平成24年　４月１

日から平成24年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年　６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任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
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【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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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

　
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)

（連結の範囲の重要な変更）

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１四半期連結会計期間より連結の範

囲に含めております。

　

【会計方針の変更等】

　　
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)

（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。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

該当事項はありません。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む）は、次のとおりであり

ます。

　

　
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)

減価償却費 22,329千円 4,329千円
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(株主資本等関係)

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)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。

　

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)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ  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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

　

報告セグメント
調整額
(注1)

四半期連結損益
計算書計上額
(注2)

テストソ
リューション
事業

組込ソリュー
ション事業

計

売上高 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 295,503 30,048 325,551 ― 325,551

　セグメント間の内部売上高又は
　振替高

― 5,974 5,974 △5,974 ―

計 295,503 36,022 331,525 △5,974 325,551

セグメント損失(△) 2,932 △14,385△11,452 △74,883△86,336

(注）１．セグメント損失の調整額△74,883千円は、セグメント間取引消去450千円、棚卸資産及び固定資産の調整額294

千円、各報告セグメントに配分していない全社収益及び全社費用△75,627千円であります。全社収益はグルー

プ子会社からの経営管理指導料であり、全社費用は主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

　

　

　

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブホールディングス(E02118)

四半期報告書

14/23



　

Ⅱ  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)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

　

報告セグメント
調整額
(注1)

四半期連結損益
計算書計上額
(注2)

テストソ
リューション
事業

組込ソリュー
ション事業

計

売上高 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 221,988 41,841 263,829 ― 263,829

　セグメント間の内部売上高又は振
替高

2,100 3,567 5,667 △5,667 ―

計 224,088 45,408 269,496 △5,667 263,829

セグメント損失(△) △71,974 △3,417 △75,392△34,558△109,950

(注）１．セグメント損失の調整額△34,558千円は、その他の調整額236千円、各報告セグメントに配分していない全社

収益及び全社費用△34,794千円であります。全社収益はグループ子会社からの経営管理指導料であり、全社費

用は主に各報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。

　

(金融商品関係)

該当事項はありません。

　

(有価証券関係)

該当事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。
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(企業結合等関係)

当第１四半期連結会計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

共通支配下の取引等

１．取引の概要

（１）対象となった事業の名称及びその事業の内容

　当社のテストソリューション事業

（２）企業結合日

　平成24年４月１日

（３）企業結合の法的形式

当社を吸収分割会社とし、株式会社シスウェーブ分割準備会社を吸収分割承継会社とする吸収分

割の方式

（４）結合後企業の名称

当社は平成24年４月１日付で「株式会社シスウェーブホールディングス」へ商号を変更しており

ます。また、株式会社シスウェーブ分割準備会社につきましても平成24年４月１日付で「株式会社シ

スウェーブ」(当社の100％連結子会社）へ商号を変更しております。

　

その他取引の概要に関する事項

上記の吸収分割は、持株会社体制へ移行することによる、グループ戦略と事業分離による経営の効

率化、経営資源の最適配分と再編成による強固な経営体制の構築、新規事業の立ち上げなどの意思決

定、Ｍ＆Ａ等を活用した経営規模の水平的な拡大などを目的としたものであります。

　

２．実施した会計処理の概要

 「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日）及び「企業結合会計基

準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26

日）に基づき、共通支配下の取引として処理しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
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)

(1) １株当たり四半期純損失金額 △298円26銭 △383円20銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純損失金額(千円) △85,682 △110,084

    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損失金額(千円) △85,682 △110,084

    普通株式の期中平均株式数(株) 287,274 287,274

(注)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。

　

(重要な後発事象)

　

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、事業譲受けに関する協議を進めて参りました。平成24年

７月26日に取締役会を開催し、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。
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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）

 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

 

(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）

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 ―
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(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

（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

(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。
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３．相手先（株式会社上武）の概要

（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。

　
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）

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブホールディングス(E02118)

四半期報告書

20/23



　

２ 【その他】

　該当事項はありません。
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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24年８月９日

株式会社シスウェーブホールディングス

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    飯　　畑　　史　　朗    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    入　　江　　秀　　雄   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シ
スウェーブホールディングスの平成24年４月１日から平成25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24年４月１日から平成24年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成
24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、四半期連結損益計算書、四半期連
結包括利益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、株式会社シスウェーブホールディングス及び連結子会社
の平成24年６月30日現在の財政状態及び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。

　
　強調事項
　重要な後発事象に記載されているとおり、会社は平成24年７月26日に取締役会において株式会社上武と事業の譲
受に関する事業譲渡契約を締結することを決議した。
　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　
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。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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