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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３四半期
累計期間

第39期
第３四半期
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
   12月31日

自　平成20年
   10月１日
至　平成20年
   12月31日

自　平成19年
   ４月１日
至　平成20年
   ３月31日

売上高 (千円) 1,877,242 616,532 2,268,017

経常利益 (千円) 112,327 31,847 117,392

四半期（当期）純利益 (千円) 62,391 17,607 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) ― 1,887,4551,867,763

総資産額 (千円) ― 2,134,3142,131,078

１株当たり純資産額 (円) ― 6,502.12 6,288.27

１株当たり四半期（当
期）純利益

(円) 211.34 60.04 170.16

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 (％) ― 88.4 87.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 267,751 ― 55,465

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 307,971 ― △497,010

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △42,336 ― △76,549

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― 861,148 327,762

従業員数 (名) ― 254 210

(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３四半期累計期間及び第39期第３四半期会計期間の

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３四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12月31日現在

従業員数(名) 254

(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。
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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３四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３四半期会計期間

（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

受注高
（千円）

受注残高
（千円）

ＬＳＩ開発事業 444,718 470,923

回路設計 36,285 42,485

レイアウト設計 79,670 65,115

テスト開発 328,763 363,323

システム開発 192,413 171,179

合計 637,131 642,102

(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３四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３四半期会計期間

（自　平成20年10月１日
　　至　平成20年12月31日）

金額
（千円）

ＬＳＩ開発事業 479,046

回路設計 25,121

レイアウト設計 56,345

テスト開発 397,579

システム開発 137,486

合計 616,532

(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３四半期会計期間

（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

金額
（千円）

割合
（％）

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 390,868 63.4

ソニー株式会社 58,788 9.5
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２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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３四半期会計期間（平成20年10月１日～12月31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実態経済にも波及し、外需の減速と内需の停滞及び円高などが加わり収

益環境が悪化しつつある状況下、半導体市場におきましても、設備投資抑制、生産調整等厳しい状況と

なってきております。

　このような環境下で、当第３四半期会計期間の売上高は６億16百万円となりました。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30百万円、経常利益は31百万円、四

半期純利益は17百万円となりました。なお、第３四半期会計期間末（平成20年12月31日現在）の受注残は

６億42百万円となっており、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４億79百万円となりました。内訳を見ますと、テスト開発は３億97百万円、

回路設計は25百万円、レイアウト設計は56百万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１億37百万円となりました。これは、顧客の投資抑制の影響により受注が

減少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４百万円増加し、15億92百万円となりました。この主な要因は、

受取手形及び売掛金が94百万円減少、その他の流動資産が15百万円減少したものの、現金及び預金が86百

万円増加、仕掛品が27百万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20百万円減少し、５億42百万円となりました。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７百万円減少、ソフトウェアが８百万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22百万円減少し、２億27百万円となりました。この主な要因は、

その他の流動負債が28百万円増加したものの、買掛金が８百万円減少、未払法人税等が21百万円減少、賞

与引当金が22百万円減少したことによるものであります。 

　固定負債は、前四半期会計期間末に比べ２百万円増加し、18百万円となりました。この主な要因は、役員

退職慰労引当金が２百万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３百万円増加し、18億87百万円となりました。この主な要因は、自

己株式の取得に14百万円充当したにもかかわらず、利益剰余金が17百万円増加したことによります。ま

た、自己資本比率は88.4％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３四半期会計期間における現金及び現金同等物は、８億61百万円となりました。

（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、１億29百万円となりました。この主な要因は、賞与引当金22百万円の減少、

たな卸資産27百万円の増加、仕入債務８百万円の減少などがあったものの、税引前四半期純利益31百万円

の計上、減価償却費48百万円の発生、売上債権94百万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、３億71百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産29百万円の取

得があったものの、定期預金１億円の払い戻し、有価証券３億円の償還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）

財務活動に使用した資金は、14百万円となりました。この主な要因は、自己株式の取得に14百万円充当

したこと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３四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３四半期会計期間の研究開発費の総額は４百万円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間に、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 25,44725,447―

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、第２四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３四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３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年２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
ジャスダック
証券取引所

単元株式数は10株であります。

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12月31日 － 304,023－ 389,776－ 339,662

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四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３四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９月30日現在で記載しております。

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

　
10月

　
11月

　
12月

最高(円) 4,0503,9503,6603,5003,2003,0002,3153,6903,950

最低(円) 3,0603,3003,1502,7002,6002,2201,3701,9303,300

(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３四半期会計期間(平成20年10月１日か

ら平成20年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期会計期間末
(平成20年12月31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 601,171 517,821

受取手形及び売掛金 530,987 560,665

有価証券 300,100 299,647

原材料 315 90

仕掛品 53,112 19,793

その他 106,545 148,997

流動資産合計 1,592,232 1,547,016

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 76,269 86,452

工具、器具及び備品（純額） 205,509 165,382

建設仮勘定 － 33,450

有形固定資産合計 ※１
 281,779

※１
 285,285

無形固定資産 124,811 149,060

投資その他の資産 135,491 149,716

固定資産合計 542,081 584,062

資産合計 2,134,314 2,131,078

負債の部

流動負債

買掛金 580 24,333

未払法人税等 7,816 －

賞与引当金 75,201 115,082

受注損失引当金 6,756 －

その他 137,519 113,611

流動負債合計 227,874 253,026

固定負債

役員退職慰労引当金 18,985 10,288

固定負債合計 18,985 10,288

負債合計 246,859 263,315

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 1,229,414 1,190,785

自己株式 △71,397 △52,459

株主資本合計 1,887,455 1,867,763

純資産合計 1,887,455 1,867,763

負債純資産合計 2,134,314 2,131,078
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

当第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31日)

売上高 1,877,242

売上原価 1,258,653

売上総利益 618,588

販売費及び一般管理費

販売促進費 9,120

役員報酬 98,868

給料手当及び賞与 146,332

賞与引当金繰入額 9,955

役員退職慰労引当金繰入額 9,812

法定福利費 23,569

支払手数料 68,059

地代家賃 17,892

減価償却費 39,338

研究開発費 4,618

その他 96,693

販売費及び一般管理費合計 524,259

営業利益 94,328

営業外収益

受取利息 1,934

保険解約返戻金 14,019

その他 2,302

営業外収益合計 18,256

営業外費用

雑損失 257

営業外費用合計 257

経常利益 112,327

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 111,576

法人税、住民税及び事業税 28,833

法人税等調整額 20,351

法人税等合計 49,185

四半期純利益 62,391
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

当第３四半期会計期間
(自 平成20年10月１日
 至 平成20年12月31日)

売上高 616,532

売上原価 417,650

売上総利益 198,881

販売費及び一般管理費

販売促進費 2,832

役員報酬 36,624

給料手当及び賞与 58,083

賞与引当金繰入額 △2,973

役員退職慰労引当金繰入額 2,763

法定福利費 8,145

支払手数料 19,685

地代家賃 6,037

減価償却費 13,530

研究開発費 4,618

その他 18,707

販売費及び一般管理費合計 168,055

営業利益 30,826

営業外収益

受取利息 622

その他 572

営業外収益合計 1,194

営業外費用

雑損失 173

営業外費用合計 173

経常利益 31,847

税引前四半期純利益 31,847

法人税、住民税及び事業税 4,122

法人税等調整額 10,116

法人税等合計 14,239

四半期純利益 17,607
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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３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年12月31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 111,576

減価償却費 137,288

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,881

受注損失引当金の増減額（△は減少） 6,756

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,696

受取利息 △673

有価証券利息 △1,260

固定資産除却損 750

売上債権の増減額（△は増加） 29,678

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,543

仕入債務の増減額（△は減少） △23,752

その他 60,388

小計 256,024

利息の受取額 756

法人税等の還付額 10,970

営業活動によるキャッシュ・フロー 267,751

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 290,059

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 900,000

有形固定資産の取得による支出 △152,528

無形固定資産の取得による支出 △4,739

その他 14,520

投資活動によるキャッシュ・フロー 307,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △23,398

自己株式の取得による支出 △18,938

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,336

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 533,386

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 861,148
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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３四半期会計期間(自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31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３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31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３四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３四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３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31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。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。
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【追加情報】

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

受注案件の損失見込額の引当金算定方法 

　当第３四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３四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、6,756千円それぞ

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３四半期会計期間末
(平成20年12月31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　213,780千円※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３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

該当事項はありません。

　

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31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３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31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 601,171千円

有価証券（ＭＭＦ） 300,100千円

　　　計 901,271千円

預入期間が３か月超の定期預金 △40,123 〃

現金及び現金同等物 861,148千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成20年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20

年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

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３四半期会計期間末

普通株式(株) 13,740

　

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３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
  至　平成20年12月31日)

　第３四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 94,498千円

１年超 ―千円

合　計 94,498千円
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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３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31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３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

　該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31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３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31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３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31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３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末
(平成20年３月31日)

6,502.12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３四半期累計期間

　
当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 211.34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３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 62,391

普通株式に係る四半期純利益(千円) 62,391

普通株式の期中平均株式数(株) 295,216

　

第３四半期会計期間

　
当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

１株当たり四半期純利益 60.04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３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益(千円) 17,607

普通株式に係る四半期純利益(千円) 17,607

普通株式の期中平均株式数(株) 293,282

　

(重要な後発事象)

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日 
  至　平成20年12月31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２１年２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３四半期

会計期間(平成２０年１０月１日から平成２０年１２月３１日まで)及び第３四半期累計期間(平成２０年４

月１日から平成２０年１２月３１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１２月３１日現在

の財政状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半

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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