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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】

提出会社の経営指標等

　

回次
第39期
第１四半期
累計(会計)期間

第38期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 528,028 2,268,017

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) △ 25,038 117,392

当期純利益又は四半期
純損失(△)

(千円) △ 14,207 51,521

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ―

資本金 (千円) 389,776 389,776

発行済株式総数 (株) 304,023 304,023

純資産額 (千円) 1,826,490 1,867,763

総資産額 (千円) 2,004,723 2,131,078

１株当たり純資産額 (円) 6,169.05 6,288.27

１株当たり当期純利益
又は四半期純損失(△)

(円) △ 47.92 170.16

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ―

１株当たり配当額 (円) ― 80.0

自己資本比率 (％) 91.1 87.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 57,062 55,465

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 69,422 △497,010

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 22,757 △76,549

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 292,644 327,762

従業員数 (名) 246 210

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、四半期連結会計期間に係る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　持分法を適用した場合の投資損益は、当社は持分法が適用される関連会社を有しておりませんので、記載して

おりません。

４　第38期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益、及び第39期第１四半期累計（会計）期間の潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在していないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期会計期間において、当社において営まれている事業の内容に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

平成20年６月30日現在

従業員数(名) 246

(注)１． 従業員数は就業人員数（当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む）であり、役員、休

職者、臨時雇用者（パートタイマー）を除いております。

２． 従業員数が当第１四半期会計期間において36名増加しておりますが、これは事業規模の拡大に伴う人員増強

によるものであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社の事業は、主として受託開発事業であるため、生産実績は販売実績と同一の内容になります。従っ

て、生産実績の記載を省略いたします。

　

(2) 受注実績

当第１四半期会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

　

区分

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

ＬＳＩ開発事業 537,627 411,998

回路設計 30,025 25,593

レイアウト設計 55,194 42,594

テスト開発 452,408 343,810

システム開発 223,146 137,194

合計 760,774 549,192

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 販売実績

当第１四半期会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。
　

区分

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日
　　至　平成20年６月30日）

金額
（千円）

ＬＳＩ開発事業 388,192

回路設計 30,132

レイアウト設計 59,342

テスト開発 298,718

システム開発 139,835

合計 528,028

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

当第１四半期会計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金額
（千円）

割合
（％）

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 328,654 62.2

ソニー株式会社 73,038 13.8
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第１四半期会計期間（平成20年４月１日～６月30日）におけるわが国の経済は、米国経済の失速に

加え、原油高や円高が企業収益を圧迫し、国内景気を牽引してきた設備投資の先行きに不透明感が出てき

ております。個人消費の面では、デジタル家電など一部に好調な動きが見られたものの、住宅や乗用車需

要は伸び悩んでおります。

　このような環境下で、当社の当第１四半期会計期間の売上高は５億28百万円、営業損失は26百万円、経常

損失は25百万円となりました。これは、前事業年度から取り組んだ営業機能の強化により受注が増加した

一方で、前事業年度のＬＳＩテスター、社内情報システム等に対する積極的な設備投資による減価償却費

の増加、及び開発要員強化による人件費の増加等により固定費が増加したことによるものであります。な

お、第１四半期会計期間末（平成20年６月30日現在）の受注残高は5億49百万円となっており、引き続き

高水準の受注を維持しております。

　

事業部門別の状況は、次の通りであります。

　

〔ＬＳＩ開発事業〕

　ＬＳＩ開発事業は、売上高は３億88百万円となりました。内訳を見ますと、テスト開発は２億98百万円、

回路設計は30百万円、レイアウト設計は59百万円となっております。これは、前述の営業機能の強化によ

り、当社ＬＳＩテスターに係る業務が増加したこと、及びレイアウト設計に係る顧客ニーズに対応するた

め体制を強化したこと等によるものであります。

〔システム開発事業〕

　システム開発事業は、売上高は１億39百万円となりました。これは、拡販活動の推進により、既存顧客中

心にセンサー用システムの受注が増加したことによるものであります。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前事業年度末に比べ、１億55百万円減少となりました。この主な要因は、現金及び預金が85

百万円、受取手形及び売掛金が93百万円減少したことによるものであります。 

　固定資産は、前事業年度末に比べ、29百万円増加となりました。この主な要因は、建設仮勘定が33百万円

減少したものの、工具、器具及び備品が74百万円増加したことによります。 

（負債）

流動負債は、前事業年度末に比べ、86百万円減少となりました。この主な要因は、賞与引当金が65百万円

減少したことによるものであります。 

　固定負債は、前事業年度末に比べ、１百万円増加となりました。この主な要因は、役員退職慰労引当金が

１百万円増加したことによるものであります。
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（純資産）

純資産は、前事業年度末に比べ、41百万円減少となりました。この主な要因は、利益剰余金が37百万円減

少し、自己株式が３百万円増加したことによります。また、自己資本比率は91.1％と高水準を維持してお

ります。

　

(3) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、２億92百万円（前事業年度比35

百万円減）となりました。

　当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、57百万円となりました。この主な要因は、税引前四半期純損失25百万

円の計上、賞与引当金65百万円の減少、たな卸資産37百万円の増加、仕入債務16百万円の減少などがあっ

たものの、減価償却費43百万円の発生、売上債権93百万円の減少、法人税等31百万円の還付などによるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、69百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による

支出１億17百万円などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、22百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払19百万円及び

自己株式の取得３百万円によるものであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。

　

(5) 研究開発活動

当第１四半期会計期間の研究開発費はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期会計期間に、以下の設備を取得いたしました。

　

事業所名
(所在地）

事業の種類別
セグメントの名称

設備の内容
帳簿価額（千円） 従業

員数
(人)工具、器具

及び備品
合計

本社
(神奈川県川崎市中原区)

ＬＳＩ開発事業 テスター等 100,627100,627―

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、

重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【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20年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年８月12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
ジャスダック
証券取引所

―

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) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【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20年６月30日 － 304,023－ 389,776－ 339,662

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することがで

きませんので、直前の基準日である平成20年３月31日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年３月31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)

─
株主としての権利内容に制限のない
標準となる株式

普通株式 7,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 296,990 29,699 同上

単元未満株式 普通株式 33 ─ ―

発行済株式総数 304,023 ─ ─

総株主の議決権 ─ 29,699 ─

　

②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年３月31日現在

所有者の氏名
または名称

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

神奈川県川崎市中原区
小杉町一丁目403番地

7,000 ─ 7,000 2.30

計 ― 7,000 ─ 7,000 2.30

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月

　
５月

　
６月

最高(円) 4,0503,9503,660

最低(円) 3,0603,3003,150

(注)　株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)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、当第１四半期累計期間(平成20年４月１日か

ら平成20年６月30日まで)に係る四半期財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビュー

を受けております。

　なお、新日本有限責任監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本監査法

人から名称変更しております。

　

３　四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
　(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 432,768 517,821

受取手形及び売掛金 466,936 560,665

有価証券 299,682 299,647

原材料 54 90

仕掛品 57,722 19,793

その他 133,940 148,997

流動資産合計 1,391,105 1,547,016

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 83,390 86,452

工具、器具及び備品（純額） 239,908 165,382

建設仮勘定 － 33,450

有形固定資産合計 ※１
 323,299

※１
 285,285

無形固定資産 140,145 149,060

投資その他の資産 150,172 149,716

固定資産合計 613,617 584,062

資産合計 2,004,723 2,131,078

負債の部

流動負債

買掛金 7,439 24,333

賞与引当金 49,229 115,082

受注損失引当金 7,740 －

その他 101,747 113,611

流動負債合計 166,156 253,026

固定負債

役員退職慰労引当金 12,076 10,288

固定負債合計 12,076 10,288

負債合計 178,232 263,315

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 1,152,816 1,190,785

自己株式 △55,763 △52,459

株主資本合計 1,826,490 1,867,763

純資産合計 1,826,490 1,867,763

負債純資産合計 2,004,723 2,131,078
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　(2)【四半期損益計算書】
      【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 528,028

売上原価 377,298

売上総利益 150,729

販売費及び一般管理費

販売促進費 3,449

役員報酬 25,620

給料手当及び賞与 43,926

賞与引当金繰入額 6,780

役員退職慰労引当金繰入額 2,903

法定福利費 7,826

支払手数料 15,417

地代家賃 5,695

減価償却費 12,625

その他 53,177

販売費及び一般管理費合計 177,423

営業損失（△） △26,693

営業外収益

受取利息 639

その他 1,070

営業外収益合計 1,709

営業外費用

雑損失 53

営業外費用合計 53

経常損失（△） △25,038

特別損失

固定資産除却損 233

特別損失合計 233

税引前四半期純損失（△） △25,271

法人税、住民税及び事業税 206

法人税等調整額 △11,271

法人税等合計 △11,064

四半期純損失（△） △14,207
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　(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

当第１四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △25,271

減価償却費 43,112

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,852

受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,740

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,787

受取利息 △217

有価証券利息 △421

固定資産除却損 233

売上債権の増減額（△は増加） 93,728

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,893

仕入債務の増減額（△は減少） △16,893

その他 25,151

小計 25,203

利息の受取額 223

法人税等の還付額 31,636

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △120,123

定期預金の払戻による収入 170,059

有価証券の取得による支出 △299,613

有価証券の償還による収入 300,000

有形固定資産の取得による支出 △117,329

無形固定資産の取得による支出 △2,099

その他 △316

投資活動によるキャッシュ・フロー △69,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △19,453

自己株式の取得による支出 △3,304

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35,117

現金及び現金同等物の期首残高 327,762

現金及び現金同等物の四半期末残高 292,644
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第１四半期会計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１．会計方針の変更

(1)リース取引に関する会計基準等の変更

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員

会平成５年６月17日最終改正平成19年３月30日企業会

計基準第１3号）及び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準委員会平成６年１月18日最

終改正平成19年３月30日企業会計基準適用指針第１6

号）を当第１四半期会計期間から早期に適用し、所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理に変更して計上して

おります。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐

用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっ

ております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

処理に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用して

おります。

　この変更による損益に与える影響はありません。 

(2)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会平成18年７月５日企業会計基準第９号）を当第

１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原

価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。

　この変更による損益に与える影響はありません。

　

【簡便な会計処理】

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

受注案件の損失見込額の引当金算定方法 

　当第１四半期会計期間において、受注案件について損

失の発生が見込まれる案件が発生したことから、受注案

件のうち、将来に損失が発生する可能性が高いと見込ま

れるものは、当該損失額を合理的に見積もり、受注損失

に備えるため、受注損失引当金を計上しております。

　この結果、売上総利益が7,740千円減少し、営業損失、経

常損失、税引前四半期純損失が7,740千円それぞれ増加

しております。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　153,090千円※１　有形固定資産の減価償却累計額　142,873千円

　

(四半期損益計算書関係)

第１四半期累計期間

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

該当事項はありません。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 432,768千円

　　　計 432,768千円

預入期間が３か月超の定期預金 △140,123 〃

現金及び現金同等物 292,644千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 304,023

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第１四半期会計期間末

普通株式(株) 7,950

　

　

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

　

　
４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年５月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 23,761 80.0平成20年３月31日 平成20年６月６日

　
　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　当第１四半期会計期間に著しく減少したリース物件の

所有権が借主に移転するものと認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引の未経過リース料前事業年

度末残高相当額

１年内 63,864千円

１年超 ―千円

合　計 63,864千円
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(有価証券関係)

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありま

せん。

　

(デリバティブ取引関係)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　当社は持分法が適用される関連会社を有しておりませ
んので、該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20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　１株当たり純資産額

　
当第１四半期会計期間末
(平成20年６月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

6,169.05円 6,288.27円

　
(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第１四半期会計期間末
（平成20年６月30日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

純資産の部の合計額（千円） 1,826,490 1,867,763

普通株式に係る純資産額（千円） 1,826,490 1,867,763

普通株式の発行済株式数（株） 304,023 304,023

普通株式の自己株式数（株） 7,950 7,000

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数（株）

296,073 297,023

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

　

項目
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失(△)
△47.92円

潜在株式調整後

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
利益については、潜在株式が存在し
ていないため、記載しておりません。

　
(注)　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第１四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期損益計算書上の四半期純損失（△）(千円) △14,207

普通株式に係る四半期純損失（△）(千円) △14,207

普通株式の期中平均株式数(千株) 296,453

　

(重要な後発事象)

当第１四半期会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

　該当事項はありません。

　

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２０年８月１２日

株式会社シスウェーブ

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　　東　田　　夏　記　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　鈴　木　　哲　夫　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士　　鈴　木　　　　聡　　㊞

　

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の平成２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第３９期事業年度の第１四半期

累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年６月３０日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸

借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四

半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。 

　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財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シスウェーブの平成２０年６月３０日現在の

財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正

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。 

　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

　
 
※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　四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータは含まれておりません。
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