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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２四半期
累計期間

第39期
第２四半期
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
   ９月30日

自　平成20年
   ７月１日
至　平成20年
   ９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) 1,260,709 732,681 2,268,017

経常利益 (千円) 80,480 105,518 117,392

四半期（当期）純利益 (千円) 44,783 58,990 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) ― 1,884,4461,867,763

総資産額 (千円) ― 2,150,6802,131,078

１株当たり純資産額 (円) ― 6,372.12 6,288.27

１株当たり四半期（当
期）純利益

(円) 151.20 199.34 170.16

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 (％) ― 87.6 87.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 138,280 ― 55,465

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △63,553 ― △497,010

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △27,667 ― △76,549

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 374,821 327,762

従業員数 (名) ― 252 210

(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、第39期第２四半期累計期間及び第39期第２四半期会計期間の

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２四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９月30日現在

従業員数(名) 252

(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２四半期会計期間において６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２四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２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日
　　至　平成20年９月30日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

ＬＳＩ開発事業 652,626 533,666

回路設計 55,325 40,735

レイアウト設計 76,840 46,390

テスト開発 520,461 446,541

システム開発 130,503 83,852

合計 783,129 617,519

(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２四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２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日
　　至　平成20年９月30日）

金額
（千円）

ＬＳＩ開発事業 552,191

回路設計 40,383

レイアウト設計 74,944

テスト開発 436,864

システム開発 180,489

合計 732,681

(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２四半期会計期間

（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

金額
（千円）

割合
（％）

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 486,096 66.3

ソニー株式会社 63,908 8.7
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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２四半期会計期間（平成20年７月１日～９月30日）におけるわが国の経済は、米国のサブプライ

ム問題に端を発した金融危機が世界経済に悪影響を及ぼし始めていることに加え、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輸出や設備投資の先行きに不透明感が出てきていると共に、個人

消費の面でも、全般的に冷え込みを見せ始めております。

　このような環境下で、当第２四半期会計期間の売上高は７億32百万円となりました。これは、取引先に対

する積極的な営業活動の結果、テスト開発業務が順調に推移したことによるものであります。損益につき

ましては、売上の増加及び製造費用を抑制したことにより、営業利益は90百万円、経常利益は１億５百万

円、四半期純利益は58百万円となりました。なお、第２四半期会計期間末（平成20年９月30日現在）の受

注残高は６億17百万円となっており、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、売上高が５億52百万円となりました。内訳を見ますと、テスト開発は４億36百万円、

回路設計は40百万円、レイアウト設計は74百万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、売上高が１億80百万円となりました。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、前四半期会計期間末に比べ１億96百万円増加し、15億87百万円となりました。この主な要

因は、仕掛品が32百万円減少したものの、現金及び預金が82百万円増加、受取手形及び売掛金が１億58百

万円増加したことによるものであります。 

　固定資産は、前四半期会計期間末に比べ50百万円減少し、５億62百万円となりました。この主な要因は、

建物が３百万円減少、工具、器具及び備品が26百万円減少、ソフトウェアが６百万円減少、長期前払費用が

13百万円減少したことによります。

（負債）

流動負債は、前四半期会計期間末に比べ83百万円増加し、２億50百万円となりました。この主な要因は、

未払法人税等が28百万円増加、賞与引当金が48百万円増加したことによるものであります。 

　固定負債は、前四半期会計期間末に比べ４百万円増加し、16百万円となりました。この主な要因は、役員

退職慰労引当金が４百万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、前四半期会計期間末に比べ57百万円増加し、18億84百万円となりました。この主な要因は、利

益剰余金が58百万円増加し、自己株式が１百万円増加したことによります。また、自己資本比率は87.6％

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２四半期会計期間における現金及び現金同等物は、３億74百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動で得られた資金は、81百万円となりました。この主な要因は、売上債権１億58百万円の増加な

どがあったものの、税引前四半期純利益１億５百万円の計上、減価償却費45百万円の発生、賞与引当金48

百万円の増加、たな卸資産32百万円の減少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）

投資活動で得られた資金は、５百万円となりました。この主な要因は、有価証券の償還による収入３億

円があった一方、有価証券の取得２億99百万円があったこと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）

財務活動に使用した資金は、４百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払３百万円及び自己

株式の取得１百万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２四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２四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２四半期会計期間に、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)

管理業務 サーバー 5,190 5,190―

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期会計期間において、第１四半期会計期間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２四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は以下の通りです。

　

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

投資予定額
（千円） 資金

調達
方法

着手
年月

完成
予定
年月

完成後
の増加
能力総額

既支払
額

本社
(神奈川県川崎市
中原区)

ＬＳＩ開発事業
ＬＳＩ
テスタ
ー取得

25,447―自己資金
平成20年
10月

平成20年
10月

リース
資産買取
のため
影響無し
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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２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月11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９月30日 － 304,023－ 389,776－ 339,662
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

有限会社ソフナ 神奈川県相模原市相模台６丁目12-12 77,817 25.60

長岡　利明 神奈川県相模原市 47,301 15.56

鈴木　博 東京都中野区 32,902 10.82

シスウェーブ従業員持株会
神奈川県川崎市中原区小杉町１丁目403　
小杉ビルディング

14,740 4.85

鈴木　梅子 東京都港区 7,860 2.59

中山　泰二 東京都渋谷区 7,320 2.41

豊川　功得 東京都大田区 7,271 2.39

ＦＰ成長支援Ａ号投資事業有限
責任組合

東京都千代田区丸の内２丁目２－１
岸本ビルヂング２階

6,200 2.04

サカエ株式会社 東京都渋谷区代官山町１７－３－１２０４ 4,851 1.60

西川　猛 東京都世田谷区 3,630 1.19

計 ― 209,892 69.04

(注)　上記のほか当社所有の自己株式8,290株(2.73%)があります。
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(6) 【議決権の状況】

①【発行済株式】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年９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)

─
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 8,290

完全議決権株式(その他) 普通株式 295,700 29,570 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 ─ 29,570 ─

　

②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成20年９月30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

8,290 ─ 8,290 2.7

計 ― 8,290 ─ 8,290 2.7

　

　

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

　
７月

　
８月

　
９月

最高(円) 4,0503,9503,6603,5003,2003,000

最低(円) 3,0603,3003,1502,7002,6002,220

(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２四半期会計期間(平成20年７月１日か

ら平成20年９月30日まで)及び当第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９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。

　

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２四半期会計期間末
(平成20年９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 514,945 517,821

受取手形及び売掛金 625,670 560,665

有価証券 299,711 299,647

原材料 50 90

仕掛品 25,532 19,793

その他 121,897 148,997

流動資産合計 1,587,808 1,547,016

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 80,234 86,452

工具、器具及び備品（純額） 213,307 165,382

建設仮勘定 － 33,450

有形固定資産合計 ※１
 293,541

※１
 285,285

無形固定資産 133,669 149,060

投資その他の資産 135,660 149,716

固定資産合計 562,871 584,062

資産合計 2,150,680 2,131,078

負債の部

流動負債

買掛金 9,515 24,333

未払法人税等 28,937 －

賞与引当金 97,612 115,082

受注損失引当金 5,355 －

その他 108,591 113,611

流動負債合計 250,012 253,026

固定負債

役員退職慰労引当金 16,221 10,288

固定負債合計 16,221 10,288

負債合計 266,234 263,315

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 1,211,807 1,190,785

自己株式 △56,798 △52,459

株主資本合計 1,884,446 1,867,763

純資産合計 1,884,446 1,867,763

負債純資産合計 2,150,680 2,131,078
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(2)【四半期損益計算書】
【第２四半期累計期間】

（単位：千円）

当第２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 1,260,709

売上原価 841,002

売上総利益 419,706

販売費及び一般管理費

販売促進費 6,287

役員報酬 62,244

給料手当及び賞与 88,248

賞与引当金繰入額 12,928

役員退職慰労引当金繰入額 7,048

法定福利費 15,424

支払手数料 48,373

地代家賃 11,855

減価償却費 25,807

その他 77,985

販売費及び一般管理費合計 356,203

営業利益 63,502

営業外収益

受取利息 1,312

保険解約返戻金 14,019

その他 1,730

営業外収益合計 17,061

営業外費用

雑損失 83

営業外費用合計 83

経常利益 80,480

特別損失

固定資産除却損 750

特別損失合計 750

税引前四半期純利益 79,729

法人税、住民税及び事業税 24,710

法人税等調整額 10,235

法人税等合計 34,945

四半期純利益 44,783
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【第２四半期会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期会計期間
(自 平成20年７月１日
 至 平成20年９月30日)

売上高 732,681

売上原価 463,704

売上総利益 268,976

販売費及び一般管理費

販売促進費 2,837

役員報酬 36,624

給料手当及び賞与 44,322

賞与引当金繰入額 6,148

役員退職慰労引当金繰入額 4,145

法定福利費 7,597

支払手数料 32,955

地代家賃 6,160

減価償却費 13,181

その他 24,807

販売費及び一般管理費合計 178,780

営業利益 90,196

営業外収益

受取利息 673

保険解約返戻金 14,019

その他 660

営業外収益合計 15,352

営業外費用

雑損失 30

営業外費用合計 30

経常利益 105,518

特別損失

固定資産除却損 517

特別損失合計 517

税引前四半期純利益 105,001

法人税、住民税及び事業税 24,504

法人税等調整額 21,506

法人税等合計 46,010

四半期純利益 58,990
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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２四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 79,729

減価償却費 88,312

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,470

受注損失引当金の増減額（△は減少） 5,355

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,932

受取利息 △464

有価証券利息 △847

固定資産除却損 750

売上債権の増減額（△は増加） △65,005

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,698

仕入債務の増減額（△は減少） △14,817

その他 27,436

小計 103,214

利息の受取額 470

法人税等の還付額 34,596

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,280

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 △140,123

定期預金の払戻による収入 190,059

有価証券の取得による支出 △599,217

有価証券の償還による収入 600,000

有形固定資産の取得による支出 △123,409

無形固定資産の取得による支出 △4,739

その他 13,876

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,553

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △23,328

自己株式の取得による支出 △4,339

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,667

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,059

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 374,821
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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２四半期会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９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２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９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。

　当第２四半期累計期間において、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。

　当第２四半期累計期間において、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２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

定率法を採用している資産については、事業年度に係る

減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。

　

当第２四半期会計期間 
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

定率法を採用している資産については、事業年度に係る

減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

四半期報告書

16/22



【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

受注案件の損失見込額の引当金算定方法 

　当第２四半期累計期間において、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、当第２四半期累計期間の売上総利益、営業利

益、経常利益、税引前四半期純利益が、5,355千円それぞ

れ減少しております。

　

【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第２四半期会計期間末
(平成20年９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　173,662千円※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)

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

　

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９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２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９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 514,945千円

　　　計 514,945千円

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 374,821千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20

年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第２四半期会計期間末

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２四半期会計期間末

普通株式(株) 8,290

　

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２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日
  至　平成20年９月30日)

　第２四半期会計期間末において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２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９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２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

　該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９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。

　

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９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２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９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２四半期会計期間末
(平成20年９月30日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

6,372.12円 6,288.27円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

第２四半期累計期間

　
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 151.20円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 44,783

普通株式に係る四半期純利益(千円) 44,783

普通株式の期中平均株式数(株) 296,189

　

第２四半期会計期間

　
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
  至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 199.34円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 ―

(注)１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

　

項目
当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９月30日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 58,990

普通株式に係る四半期純利益(千円) 58,990

普通株式の期中平均株式数(株) 295,928

　

(重要な後発事象)

当第２四半期会計期間
(自　平成20年７月１日 
 至　平成20年９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１１月１０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

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　東　　田　　夏　　記　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　鈴　　木　　哲　　夫　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　鈴　　木　 　 　聡　  　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２四半期

会計期間(平成２０年７月１日から平成２０年９月３０日まで)及び第２四半期累計期間(平成２０年４月１

日から平成２０年９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９月３０日現在の

財政状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期

累計期間のキャッシュ・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

　
 
(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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