
 

  

平成25年３月18日

各   位 

会 社 名  株式会社シスウェーブホールディングス

代表者名  代表取締役社長 宮嶋 淳

（ＪＡＳＤＡＱ・コード6636）

問合せ先  （役職）取締役 （氏名）浦西 賢一

電話044-738-2470

  

（訂正・数値データ訂正）「平成25年３月期第３四半期決算短信［日本基準］（連結）」 

  

  
  
  

平成25年２月13日に発表いたしました、「平成25年３月期第３四半期決算短信［日本基準］（連結）」の

記載内容について一部訂正がありましたのでお知らせします。 

なお、訂正箇所につきましては下線を付して表示しております。また、数値データにも訂正がありました

ので訂正後の数値データ（XBRL）を添付しております。 

  

記 

  【訂正箇所】                                          

 サマリー情報 

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

（１）連結経営成績(累計)
 <訂正前>

(％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３四半期 905 △18.9 △354 ― △383 ― △248 ―
24年３月期第３四半期 1,116 △14.1 △88 ― △83 ― △93 ―

 <訂正後>

(％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３四半期 905 △18.9 △367 ― △383 ― △248 ―
24年３月期第３四半期 1,116 △14.1 △88 ― △83 ― △93 ―

（２）連結財政状態
<訂正前>

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 1,195 868 72.6

24年３月期 1,220 1,093 89.6



 

 
  

(訂正前) 

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、新たな事業領域拡大の為のＭ＆Ａを

積極的に行ったことによる費用の増加、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、持分法適用会社の損失などが影響し、当第３四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３億54百万円（前第３四半期連結累計期間は営業損失88百

万円）、経常損失３億83百万円（前第３四半期連結累計期間は経常損失83百万円）となり、四半期純損

失は２億48百万円（前第３四半期連結累計期間は四半期純損失93百万円）となりました。 

  

(訂正後） 

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、新たな事業領域拡大の為のＭ＆Ａを

積極的に行ったことによる費用の増加、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、持分法適用会社の損失などが影響し、当第３四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３億67百万円（前第３四半期連結累計期間は営業損失88百

万円）、経常損失３億83百万円（前第３四半期連結累計期間は経常損失83百万円）となり、四半期純損

失は２億48百万円（前第３四半期連結累計期間は四半期純損失93百万円）となりました。 

  

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

（訂正前） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は11億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ25百万円減少

いたしました。流動資産は７億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億65百万円減少いたしまし

た。主な要因は、前渡金の増加１億２百円、仕掛品の増加91百万円、短期貸付金の増加65百万円、売掛

金及び受取手形の減少４億９百万円、現金及び預金の減少２億52百万円によるものであります。固定資

産は４億55百万円となり３億39百万円増加いたしました。有形固定資産は25百万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71百万円となり42百万円増加しました。主な要因は、営業権の増加

29百万円、のれんの増加25百万円によるものであります。投資その他の資産は３億58百万円となり２億

89百万円増加いたしました。主な要因は関係会社株式の増加２億16百万円、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３四半期連結会計期間末の負債合計は３億26百万円となり、前連結会計

年度末に比べ１億98百万円増加いたしました。流動負債は３億21百万円となり２億円増加いたしまし

た。主な要因は、銀行等からの短期借入金の増加１億50百万円、未払金の増加12百万円、未払消費税の

増加14百万円によるものであります。固定負債は５百万円となり大きな変動はありませんでした。当第

３四半期連結会計期間末の純資産は８億68百万円となり前連結会計年度末に比べ２億25百万円減少いた

しました。主な要因は、新株の発行による資本金の増加45百万円及び資本準備金の増加45百万円があっ

<訂正後>

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年３月期第３四半期 1,193 868 72.7

24年３月期 1,220 1,093 89.6

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



たものの、四半期純損失及びソアー株式譲渡による利益剰余金の減少３億19百万円によるものであり

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72.6％となりました。 

  

（訂正後） 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は11億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ26百万円減少

いたしました。流動資産は７億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億65百万円減少いたしまし

た。主な要因は、前渡金の増加１億２百円、仕掛品の増加91百万円、短期貸付金の増加65百万円、売掛

金及び受取手形の減少４億９百万円、現金及び預金の減少２億52百万円によるものであります。固定資

産は４億55百万円となり３億39百万円増加いたしました。有形固定資産は25百万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71百万円となり42百万円増加しました。主な要因は、営業権の増加

29百万円、のれんの増加25百万円によるものであります。投資その他の資産は３億57百万円となり２億

88百万円増加いたしました。主な要因は関係会社株式の増加２億16百万円、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３四半期連結会計期間末の負債合計は３億25百万円となり、前連結会計

年度末に比べ１億98百万円増加いたしました。流動負債は３億21百万円となり２億円増加いたしまし

た。主な要因は、銀行等からの短期借入金の増加１億50百万円、未払金の増加12百万円、未払消費税の

増加14百万円によるものであります。固定負債は4百万円となり大きな変動はありませんでした。当第

３四半期連結会計期間末の純資産は８億68百万円となり前連結会計年度末に比べ２億25百万円減少いた

しました。主な要因は、新株の発行による資本金の増加45百万円及び資本準備金の増加45百万円があっ

たものの、四半期純損失及びソアー株式譲渡による利益剰余金の減少３億19百万円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72.7％となりました。 

  



  

（訂正前） 

 
  

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３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 411,825 159,117

受取手形及び売掛金 588,225 178,554

商品及び製品 15,234 15,340

仕掛品 44,887 136,294

原材料 1,128 1,128

その他 43,203 248,841

流動資産合計 1,104,504 739,276

固定資産

有形固定資産 18,406 25,933

無形固定資産

のれん － 25,518

その他 28,572 45,684

無形固定資産合計 28,572 71,203

投資その他の資産

関係会社株式 － 216,791

その他 69,263 141,846

投資その他の資産合計 69,263 358,637

固定資産合計 116,242 455,774

資産合計 1,220,747 1,195,051

負債の部

流動負債

買掛金 28,450 21,465

短期借入金 － 150,000

未払法人税等 3,903 5,309

賞与引当金 － 2,337

受注損失引当金 2,337 7,607

その他 85,161 134,286

流動負債合計 119,852 321,006

固定負債

長期未払金 5,300 －

資産除去債務 1,710 3,018
 繰延税金負債 － 2,856

固定負債合計 7,010 5,875

負債合計 126,863 326,881

純資産の部

株主資本

資本金 389,776 435,676

資本剰余金 339,662 385,562

利益剰余金 447,426 128,021

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,093,883 866,279

その他有価証券評価差額金 － 794

為替換算調整勘定 － 336

その他の包括利益累計額合計 － 1,131

新株予約権 － 758

純資産合計 1,093,883 868,169

負債純資産合計 1,220,747 1,195,051



  
（訂正後） 

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 411,825 159,117

受取手形及び売掛金 588,225 178,554

商品及び製品 15,234 15,340

仕掛品 44,887 136,294

原材料 1,128 1,128

その他 43,203 248,841

流動資産合計 1,104,504 739,276

固定資産

有形固定資産 18,406 25,933

無形固定資産

のれん － 25,518

その他 28,572 45,684

無形固定資産合計 28,572 71,203

投資その他の資産

関係会社株式 － 216,791

その他 69,263 140,727

投資その他の資産合計 69,263 357,518

固定資産合計 116,242 454,655

資産合計 1,220,747 1,193,932

負債の部

流動負債

買掛金 28,450 21,465

短期借入金 － 150,000

未払法人税等 3,903 5,309

賞与引当金 － 2,337

受注損失引当金 2,337 7,607

その他 85,161 134,286

流動負債合計 119,852 321,006

固定負債

長期未払金 5,300 －

資産除去債務 1,710 3,018

その他 － 1,738

固定負債合計 7,010 4,756

負債合計 126,863 325,763

純資産の部

株主資本

資本金 389,776 435,676

資本剰余金 339,662 385,562

利益剰余金 447,426 128,021

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,093,883 866,279

その他有価証券評価差額金 － 794

為替換算調整勘定 － 336

その他の包括利益累計額合計 － 1,131

新株予約権 － 758

純資産合計 1,093,883 868,169

負債純資産合計 1,220,747 1,193,932



  

（訂正前） 

(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３四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 1,116,646 905,571

売上原価 817,521 751,561

売上総利益 299,124 154,010

販売費及び一般管理費 387,396 508,841

営業損失（△） △88,271 △354,831

営業外収益

受取利息 47 2,304

受取手数料 － 999

助成金収入 4,004 －

その他 728 225

営業外収益合計 4,780 3,530

営業外費用

支払利息 402 985

持分法による投資損失 － 19,068

その他 － 12,486

営業外費用合計 402 32,540

経常損失（△） △83,893 △383,841

特別利益

関係会社株式売却益 － 140,365

特別利益合計 － 140,365

特別損失

固定資産除却損 93 10

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 10

税金等調整前四半期純損失（△） △90,336 △243,486

法人税、住民税及び事業税 2,412 3,807

法人税等調整額 1,062 1,028

法人税等合計 3,474 4,836

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △93,811 △248,322

四半期純損失（△） △93,811 △248,322



  
(訂正後） 

 
  

以上

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 1,116,646 905,571

売上原価 817,521 751,561

売上総利益 299,124 154,010

販売費及び一般管理費 387,396 521,327

営業損失（△） △88,271 △367,317

営業外収益

受取利息 47 2,304

受取手数料 － 999

助成金収入 4,004 －

その他 728 225

営業外収益合計 4,780 3,530

営業外費用

支払利息 402 985

持分法による投資損失 － 19,068

営業外費用合計 402 20,054

経常損失（△） △83,893 △383,841

特別利益

関係会社株式売却益 － 140,365

特別利益合計 － 140,365

特別損失

固定資産除却損 93 10

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 10

税金等調整前四半期純損失（△） △90,336 △243,486

法人税、住民税及び事業税 2,412 3,807

法人税等調整額 1,062 1,028

法人税等合計 3,474 4,836

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △93,811 △248,322

四半期純損失（△） △93,811 △248,322

 


