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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43期
第１四半期
連結累計期間

第44期
第１四半期
連結累計期間

第43期

会計期間
自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日

自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日

自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日

売上高 (千円) 263,829 325,001 1,321,272

経常損失（△） (千円) △109,872 △184,453 △565,618

四半期(当期)純損失（△） (千円) △110,084 △187,966 △454,939

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △110,084 △187,577 △453,351

純資産額 (千円) 983,732 613,831 662,009

総資産額 (千円) 1,295,800 1,366,306 1,371,596

１株当たり四半期(当期)
純損失金額（△）

(円) △383.20 △538.94 △1,525.88

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 (％) 75.9 44.9 48.2

(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、潜在株式は存在しますが１株当たり四半

期（当期）純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四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）において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

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

 3/22



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】

　

契約の名称 バイオエタノールプラントプロジェクトの基本合意契約

契約年月日 平成25年４月５日

契約相手先
株式会社サミラナ・スーリャ・セメスタ及びインドネシア科学
院

契約内容
インドネシアにおけるスーパーソルガムを活用したバイオエタ
ノールプラントの事業化に関する基本合意

　

　
契約の名称 株式譲渡契約

契約年月日 平成25年６月５日

契約相手先 Marvel Seeds Pte Ltd.

契約内容 株式会社日本ソルガムの全発行済株式の取得

　

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25年４月１日～平成25年６月30日）におけるわが国の経済は、昨年

12月からのアベノミクス効果による株価を中心とした景気の回復はみられるものの、実態経済の回復を

実感できるまでには至らず、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　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、各メーカーの設備投資の手

控えが未だ継続しており、本格的な回復には至らず厳しい状況で推移いたしました。

このような状況の下、当社グループは中期経営計画として「ＳＷアクションプラン2014‐2016」を掲

げ、半導体関連事業の再構築をおこなうとともに、安定的な利益創出の中核としてインドネシア共和国を

中心としたバイオ燃料事業の立ち上げに取り組んでおります。

具体的には、インドネシア共和国において株式会社ヌサンタラプランテーション研究所とバイオ燃料

の共同ビジネス展開に関する契約の締結や、株式会社サミラナ・スーリャ・セメスタとの間でインドネ

シアにおけるスーパーソルガム種子を活用したソルガム糖液プラント及びバイオエタノールプラントの

建設、並びにソルガム農場の事業化に係るジョイントベンチャー契約を締結するなど、新たな収益事業領

域の拡大に注力するとともに、既存事業に関する原価低減、販管費抑制に努めてまいりました。

当第１四半期連結累計期間の売上高は３億25百万円（前年同期比23.2％増）、損益につきましては、ラ

イツ・オファリングに関する一時的な費用の発生等が影響し、営業損失は１億66百万円（前第１四半期
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連結累計期間は営業損失１億９百万円）、経常損失１億84百万円（前第１四半期連結累計期間は経常損

失１億９百万円）となり、四半期純損失は１億87百万円（前第１四半期連結累計期間は四半期純損失１

億10百万円）となりました。

セグメント業績は次のとおりであります。

テストソリューション事業の売上高は１億70百万円（前年同期比23.8％減）、セグメント損失は27百

万円（前年同期：セグメント損失71百万円）、人材派遣事業の売上高は、１億26百万円、セグメント利益

30百万円、システム開発事業の売上高は３百万円、セグメント損失10百万円となりました。

なお、前第３四半期連結会計期間において、株式会社ヒロ・コーポレーションより事業譲受けをおこな

い、新たな報告セグメントとして「人材派遣事業」及び「システム開発事業」を記載しております。

　

（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13億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ５百万円減少い

たしました。流動資産は８億19百万円となり89百万円減少いたしました。主な要因は、現金及び預金の減

少１億91百万円、前渡金の増加30百万円及び預け金の増加52百万円によるものであります。固定資産は５

億46百万円となり84百万円増加いたしました。そのうち、有形固定資産は39百万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1億78百万円となり95百万円増加いたしました。主な要因は営業権の増

加１億11百万円によるものであります。投資その他の資産は３億28百万円となり９百万円減少いたしま

した。

　当第1四半期連結会計期間末の負債合計は７億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ42百万円増加

いたしました。流動負債は７億46百万円となり43百万円増加いたしました。主な要因は、未払金の増加24

百万円及び賞与引当金の増加29百万円によるものであります。固定負債は６百万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６億13百万円となり、前連結会計年度末に比べ48百万円減少い

たしました。これは、当連結四半期中の新株予約権の行使による資本金及び資本剰余金の増加１億40百万

円及び当連結四半期純損失１億87百万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48.2％から44.9％となりました。

 

（３）研究開発活動

　当第１四半期連結会計期間において研究開発活動に要した費用の総額は、1,642千円であります。なお当

第１四半期連結会計期間において、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 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25年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成25年8月9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 372,023 775,827 
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数　１０株

計 372,023 775,827 ― ―

（注）「提出日現在発行数」欄には、平成25年８月９日の新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりませ

ん。

(2) 【新株予約権等の状況】

会社法に基づき、発行した新株予約権は次のとおりであります。

第2回新株予約権
第１四半期末現在　　　　　　　　　　（平成25

年6月30日）
提出日の前月末現在　　　　　　　　（平成25

年7月31日）

新株予約権の数 355,274個 265,962個

新株予約権のうち自己新株予約権の
数

― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 本新株予約権1個あたり、普通株式2株 本新株予約権1個あたり、普通株式2株

新株予約権の目的となる株式の数 710,548株 531,924株

新株予約権の行使時の払込金額 本新株予約権1個につき5,000円 本新株予約権1個につき5,000円

新株予約権の行使期間
平成25年7月18日から平成25年8月14
日まで

平成25年7月18日から平成25年8月14
日まで

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格　　2,500円　　　　　　　
資本組入額　1,250円

発行価格　　2,500円　　　　　　　
資本組入額　1,250円

新株予約権の行使条件に関する事項
各本新株予約権の一部行使はできな
いものとします。

各本新株予約権の一部行使はできな
いものとします。

新株予約権の譲渡に関する事項 ― ―

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項

― ―

　

(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。
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(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25年４月１日～
平成25年６月30日
（注）１，２

41,000 372,023 70,079 505,755 70,079 455,641

（注）１ 当社第１回新株予約権の行使により、発行済株式数が41,000株、資本金及び資本準備金がそ

　　　　 れぞれ70,079千円増加しております。

      ２ 平成25年7月1日から平成25年８月８日までの間に、当社第２回新株予約権の行使によ

　　　　 り、発行済株式数が403,804株、資本金及び資本準備金がそれぞれ504,755千円増加して

         おります。
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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25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 355,240 35,524 ─

単元未満株式 普通株式 43 ─ ―

発行済株式総数 372,023 ─ ─

総株主の議決権 ─ 35,524 ─

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成25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

16,749― 16,749 4.50

計 ― 16,749― 16,749 4.50

　

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25年　４月１

日から平成25年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年　６月30日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、明誠監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり異動しております。

　第43期連結会計年度　新日本有限責任監査法人

　第44期第１四半期連結会計期間および第１四半期連結累計期間　明誠監査法人
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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25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 350,515 159,463

受取手形及び売掛金 274,963 200,357

商品及び製品 13,112 12,590

仕掛品 25,545 83,925

原材料 14,475 14,426

前渡金 115,514 146,209

その他 115,074 202,588

流動資産合計 909,202 819,560

固定資産

有形固定資産 40,533 39,742

無形固定資産

のれん 39,314 24,031

営業権 27,480 139,118

その他 16,839 15,524

無形固定資産合計 83,633 178,673

投資その他の資産

関係会社株式 206,625 189,154

その他 131,601 139,175

投資その他の資産合計 338,227 328,329

固定資産合計 462,394 546,745

資産合計 1,371,596 1,366,306

負債の部

流動負債

買掛金 26,957 15,977

短期借入金 503,000 498,000

未払法人税等 5,423 4,245

受注損失引当金 17,354 28,140

賞与引当金 － 29,517

その他 149,711 170,289

流動負債合計 702,446 746,171

固定負債

資産除去債務 4,779 4,803

その他 2,361 1,499

固定負債合計 7,140 6,303

負債合計 709,587 752,474
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 435,676 505,755

資本剰余金 385,562 455,641

利益剰余金 △78,595 △266,562

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 659,662 611,853

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,588 2,283

為替換算調整勘定 － △305

その他の包括利益累計額合計 1,588 1,977

新株予約権 758 －

純資産合計 662,009 613,831

負債純資産合計 1,371,596 1,366,306
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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24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第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)

売上高 263,829 325,001

売上原価 215,228 260,066

売上総利益 48,601 64,934

販売費及び一般管理費 158,551 231,195

営業損失（△） △109,950 △166,261

営業外収益

受取手数料 117 537

その他 12 893

営業外収益合計 130 1,430

営業外費用

持分法による投資損失 － 18,166

支払利息 52 1,452

その他 － 3

営業外費用合計 52 19,623

経常損失（△） △109,872 △184,453

特別損失

特別退職金 － 1,200

特別損失合計 － 1,200

税金等調整前四半期純損失（△） △109,872 △185,653

法人税、住民税及び事業税 270 3,174

法人税等調整額 △57 △861

法人税等合計 212 2,313

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △110,084 △187,966

四半期純損失（△） △110,084 △187,966
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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24年４月１日
　至 平成24年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △110,084 △187,966

その他の包括利益

為替換算調整勘定 － △305

持分法適用会社に対する持分相当額 － 695

その他の包括利益合計 － 389

四半期包括利益 △110,084 △187,577

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △110,084 △187,577
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【注記事項】

(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)

　　該当事項はありません。

 

(会計方針の変更等)

　　該当事項はありません。

 

(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。

　

(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24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第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)

減価償却費 4,329千円 10,023千円
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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。

　

当第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)

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

 当社が平成24年11月5日に発行いたしました当社第１回新株予約権に関し、平成25年４月18日の

 権利行使をもって、当該新株予約権の全ての権利行使が完了しております。この結果、当第１四

 半期連結会計期間において資本金が70百万円、資本剰余金が70百万円それぞれ増加し、当第１四

 半期連結会計期間末において資本金が505百万円、資本剰余金が455百万円となっております。
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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。
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Ⅱ  当第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)

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

その他 合計
調整額

（注）１

連結財務

諸表計上

額

（注）２

テ ス ト ソ

リューショ

ン事業

人材派遣

事業

システム

開発事業
計

売上高 　 　 　 　 　 　 　 　

  外部顧客へ
の売上高

170,790126,122 3,416 300,32826,067 326,396△1,395 325,001

　セグメント間

の内部売上高

又は振替高

― ― ― ― ― ― ― ―

計 170,790126,122 3,416 300,32826,067 326,396△1,395 325,001

セグメント利

益 又 は 損 失

（△）

△27,384 30,431△10,088 △7,040△46,464 △53,505△112,756△166,261

(注）１．セグメント損失の調整額△112,756千円は、その他の調整額320千円、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△113,076千円であります。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．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、平成24年11月28日付にて実施いたしました子会社株式の異動に伴

い、報告セグメントを従来の「テストソリューション事業」、「組込ソリューション事業」、「人材

派遣事業」及び「システム開発事業」の４区分から「テストソリューション事業」、「人材派遣事

業」及び「システム開発事業」の３区分に変更しております。

　

３．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

　　重要性が乏しいため記載を省略しております。

　

(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25年４月１日　至平成25年６月30日）

該当事項はありません。　
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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24年４月１日
至  平成24年６月30日)

当第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)

(1) １株当たり四半期純損失金額 △383円20銭 △538円94銭

    (算定上の基礎) 　 　

    四半期純損失金額(千円) △110,084 △187,966

    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) △110,084 △187,966

    普通株式の期中平均株式数(株) 287,274 348,769

(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、潜在株式は存在しますが１株当たり四半期

（当期）純損失であるため記載しておりません。

　

(重要な後発事象)

１．第２回新株予約権の行使による増資

当社のライツ・オファリング（ノンコミットメント型/上場型新株予約権の無償割当て）により

発行された当該新株予約権の権利行使による平成25年８月８日現在の新株発行の概要は次のとおり

であります。

   （１）発行した株式の種類及び数　　　　　　　 普通株式　 403,804株

     （２）発行価額　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　   2,500円

     （３）発行総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,009,510,000円

     （４）資本金組み入れ額　　　　                  　  504,755,000円

     （５）資金の使途                    　 　

         　　株式会社日本ソルガムの株式取得の対価

             スーパーソルガムの種子の購入費用　等

      　この結果、当該新株予約権の行使による平成25年８月８日現在の発行済株式総数は775,827

　　　 株となっております。
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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25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

明誠監査法人

指定社員
公認会計士 西谷　富士夫

業務執行社員

指定社員
公認会計士 安田　秀志

業務執行社員

　
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25年４月１日から平成26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25年４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４
月１日から平成25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25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、会社は第２回新株予約権につき権利行使があり、新株式の発行を
行っている。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
 
その他の事項
　会社の平成25年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結
累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって
四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して平成24年８月９
日付で無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して平成25年６月28日付けで無限定適正意
見を表明している。
 
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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