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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】

連結経営指標等

　

回次
第39期
第２四半期
連結累計期間

第40期
第２四半期
連結累計期間

第39期
第２四半期
連結会計期間

第40期
第２四半期
連結会計期間

第39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21年
    ４月１日
至  平成21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21年
    ７月１日
至  平成21年
    ９月30日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 3,083,1052,460,7781,480,2641,174,8146,494,253

経常損失（△） (千円) △ 198,561△ 220,035△ 24,164△ 103,710△ 45,455

四半期純利益
又は四半期（当期）純損失（△）

(千円) △ 183,337△ 500,3524,834△ 331,494△ 212,652

純資産額 (千円) ― ― 7,805,8147,142,6607,698,745

総資産額 (千円) ― ― 10,073,4269,223,16010,140,694

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,131.221,035.131,115.70

１株当たり四半期純利益
又は四半期（当期）純損失（△）

(円) △ 26.70△ 72.51 0.70 △ 48.04△ 30.89

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 (％) ― ― 77.5 77.4 75.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 32,416702,681 ― ― △ 77,029

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 63,482△ 17,656 ― ― △ 99,528

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 135,310△ 112,739 ― ― 125,694

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 2,124,8572,594,9012,022,774

従業員数 (名) ― ― 1,371 991 1,237

(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　第39期第２四半期連結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、希薄化効果を有して

いる潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　４　第39期第２四半期連結累計期間、第40期第２四半期連結累計期間、第40期第２四半期連結会計期間および第39期の

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益については、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２四半期連結会計期間において、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。

　

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　なお、連結子会社である株式会社オプシード津南は、平成21年10月31日に解散し、当第２四半期報告書提出

日現在、清算手続中であります。清算結了は平成22年３月を予定しております。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数(名) 991　(24)

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の（　）内は、パートの当第２四半期連結会計期間の平均雇用人員であり、外書で表示しておりま

す。　

３　従業員数が当第１四半期連結会計期間末に比べて100名減少しておりますが、主としてOp-Seed Co.,(BD)Ltd.

における新規雇用の抑制等によるものです。

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年９月30日現在

従業員数(名) 194　(10)

(注) １　従業員数は、就業人員であります。

２　従業員数欄の（　）内は、パートの当第２四半期会計期間の平均雇用人員であり、外書で表示しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントを記載していないため、「生産、受注及び販売の状況」は製品別で表示しており

ます。

　
(1) 生産実績

当第２四半期連結会計期間における生産実績を製品別に示すと、次のとおりであります。
　

品目 生産高(千円) 前年同四半期比(％)

自動販売機用製品 475,298 76.4

ＬＥＤ応用製品 525,053 95.9

その他 77,349 82.9

合計 1,077,701 85.3

(注) １  金額は、販売価格によっております。
２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当第２四半期連結会計期間における受注実績を製品別に示すと、次のとおりであります。
　

品目 受注高(千円)
前年同四半期比

(％)
受注残高(千円)

前年同四半期比
(％)

自動販売機用製品 540,142 70.0 135,457 88.2

ＬＥＤ応用製品 660,721 110.9 261,576 119.5

その他 74,365 75.1 1,651 24.7

合計 1,275,229 87.0 398,686 105.1

(注) １  金額は、販売価格によっております。

２  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２四半期連結会計期間における販売実績を製品別に示すと、次のとおりであります。
　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

自動販売機用製品 576,071 74.0

ＬＥＤ応用製品 521,626 86.2

その他 77,116 79.9

合計 1,174,814 79.4

　

(注) １　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
前第２四半期連結会計期間 当第２四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

サンデン㈱ 166,045 11.2 138,997 11.8

ミネ電子㈱ 238,032 16.1 138,373 11.8

ミタチ産業㈱ 164,274 11.1 134,972 11.5

㈱サンコー電子 39,079 2.6 131,580 11.2

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

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」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　

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グループ（当社および連結子会

社）が判断したものであります。

　

（１）経営成績の分析

　

当第２四半期における当社グループを取り巻く経済環境は、昨年後半の世界経済の深刻な景気後退

の影響が尾を引き、依然として低迷しており、設備投資意欲は回復せず、また個人消費も低迷していた

ことから、引き続き厳しい状況となりました。 

　こうした経済環境のなか、主力製品の販売先であります自動販売機業界におきましては、飲料用は在

庫調整中で設備投資が抑制されており、タバコ用も新台納入が凍結されていることから、売上が低調の

まま推移いたしました。また、LED応用製品においては、アミューズメント関連製品は堅調に進捗しまし

たが、広告看板用バックライト光源を中心とする照明関連製品および各種表示器では引き続き設備投

資が抑えられ、売上が伸び悩みました。 

　また、当社連結子会社の株式会社オプシード津南を解散することによる特別損失の見積り計上

（295,808千円）を実施いたしました。 

　この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は1,174,814千円と前年同四半期と比べ305,449千円

（20.6％）の減収となりました。営業損失は80,292千円（前年同四半期は47,200千円の営業損失）、経

常損失は103,710千円（前年同四半期は24,164千円の経常損失）、四半期純損失は331,494千円（前年

同四半期は4,834千円の四半期純利益）となりました。

　

　所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①　日本

自動販売機関連製品においては、飲料用・タバコ用ともに引き続き投資が抑制されており、LED応

用製品においては、照明関連製品および各種表示器では投資が抑制されたものの、アミューズメント

関連製品はほぼ計画通り進捗した結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は1,174,814千円と前年

同四半期と比べ305,449千円（20.6％）の減収となりました。営業損益は経費削減に努めましたが、

売上高の減少などにより、当第２四半期連結会計期間は42,207千円の営業損失（前年同四半期は

147,529千円の営業損失）となりました。

　

②　バングラデシュ人民共和国

対象子会社は連結子会社のOp-Seed Co.,(BD)Ltd.であり、主に自動販売機関連製品とLED応用製品

を製造しております。当第２四半期連結会計期間の売上高は234,507千円と前年同四半期と比べ

502,893千円（68.2％）の減収となりました。営業損益は41,167千円の営業損失（前年同四半期は

99,935千円の営業利益）となりました。
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（２）財政状態の分析

①　資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、10.0％減少し、5,701,819千円となりました。これは主と

して、受取手形及び売掛金が817,202千円減少したこと、現金及び預金が572,150千円増加したことな

どによるものです。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて、7.4％減少し、3,521,341千円となりました。 

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、9.0％減少し、9,223,160千円となりました。 

　

②　負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、12.3％減少し、1,590,879千円となりました。これは主と

して、支払手形及び買掛金が352,261千円減少したことによるものです。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べて、22.1％減少し、489,620千円となりました。これは主とし

て、退職給付引当金が120,407千円減少したことによるものです。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、14.8％減少し、2,080,499千円となりました。

　

③　純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、7.2％減少し、7,142,660千円となりました。これは主と

して、四半期純損失の計上、剰余金の配当により利益剰余金が603,856千円減少したことによるもの

です。

　

（３）キャッシュ・フローの状況　

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ572,126千円増加し、2,594,901千円となりました。

　当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであ

ります。

　

①　営業活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果獲得した資金は、572,906千円（前第２四半期

連結会計期間は、429,698千円の獲得）となりました。

　収入の主な内訳は、売上債権の減少額393,837千円ならびに減損損失139,901千円であり、支出の主

な内訳は、税金等調整前四半期純損失401,983千円であります。

　

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は、13,699千円（前第２四半期

連結会計期間は、12,823千円の使用）となりました。 

　これは、主に有形固定資産の取得による支出12,577千円であります。

　

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

当第２四半期連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は、23,250千円（前第２四半期

連結会計期間は、44,615千円の使用）となりました。 

　これは、主に配当金の支払による支出額18,750千円であります。

　

（４）事業上および財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な
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変更ならびに新たに生じた重要な課題はありません。

　

（５）研究開発活動

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は103,752千円であります。

　

（６）経営成績に重要な影響を与える要因および経営戦略の現状と見通し

2009年９月の国連にて鳩山首相は「2020年までに温室効果ガスを1990年比で25％削減する」と表明し

ましたが、温室効果ガス＝CO2の削減がグローバルな課題であるという認識が一般に浸透しつつありま

す。特に、一般照明分野では、メーカー各社は2010年度にはシリカ電球の生産を中止すると表明しており

ますが、蛍光灯は環境負荷物質である水銀を使用していることもあり、今後蛍光灯からLED照明へ転換す

る流れが作られるものと想定されます。当社グループは、本年８月よりこれまで蓄積してきたLED応用技

術を結実させたLED電球「シャイニングボール・ワイド」を上市し、ラインアップを拡充しています。ま

た、新規開発の「蛍光灯形LED照明」も10月より販売を開始しました。これら製品の市場での評価が今後

の経営成績に影響を与える可能性があります。

　今後の見通しにつきましては、景気のＶ字型回復は見込まれないと予測されることから、自動販売機製

品分野ではタバコ用は期待できず、飲料用でも飲料メーカーの新規投資は引き続き抑制されることが想

定されます。一方、LED応用製品分野では当社の品質・サービスについては評価を戴いておりますが、厳し

い価格競争に晒されることが想定されます。その中でも、アミューズメント関連製品では価格競争を乗り

越え、受注量を確保することに注力してまいります。

　

（７）経営者の問題意識と今後の方針について

製品戦略として、当社の主力製品でありかつ市場占有率が高い自動販売機関連製品については、現状で

は市場の拡大が期待できないことから、各種業務改善により高効率体質に脱皮させるとともに、価格切り

換えボタン等の新規開発製品の提案をしてまいります。また、新規開発のLED電球「シャイニングボール

・ワイド」および「蛍光灯形LED照明」では大手家電メーカーも参入してきたこともあり、製品ライン

アップの拡充を急ぐとともに、国内外の販売体制を整備し拡販に努め、収益への貢献を早期に実現させる

べく努力いたしてまいります。

　また、親会社の株式会社タムラ製作所グループの生産・技術開発力を積極的に取り入れ、海外販売網な

らびに原材料調達網を活用すること等によりシナジー効果の極大化を目指してまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結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、重要な変更ならびに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の除却の計画は以下のとおり

であります。

　

　（除却）

　
会社名 事業所名

（所在地） 設備の内容 除却予定額
（千円）

国内連結
子会社 ㈱オプシード津南 ㈱オプシード津南

（新潟県中魚沼郡津南町）
自動販売機用および
LED応用製品用製造設備 139,901

(注)　 １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　２　除却予定額については、当第２四半期連結会計期間において減損損失を計上しております。

　

EDINET提出書類

株式会社光波(E02041)

四半期報告書

 8/30



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 26,000,000

計 26,000,000

　

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21年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21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 6,908,350 6,908,350
ジャスダック
証券取引所

単元株式数は100株であります。

計 6,908,350 6,908,350 ― ―

(注)  提出日現在の発行数には、平成21年11月１日からこの四半期報告書提出日まで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】

提出会社に対して新株の発行を請求できる権利に関する事項は、次のとおりであります。

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権

　

　
第２四半期会計期間末現在
(平成21年９月30日)

新株予約権の数（個） 1,031

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 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 103,100

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1,397

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日～
平成23年６月30日

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（円）

発行価格　　1,397
資本組入額　　699

新株予約権の行使の条件

権利行使時においても当社及び当社国内子会社の取締役、
執行役員、監査役、従業員等に準ずる地位にあることを要
す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他これに準
ずる正当な理由のある場合はこの限りではない。

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡、質入その他の処分は認めない。

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 ─

(注)　新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。
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(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21年７月１日～
平成21年９月30日

─ 6,908,350 ─ 3,331,726 ─ 3,287,362

　

(5) 【大株主の状況】

　 　 平成21年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社タムラ製作所 東京都練馬区東大泉一丁目19－43 3,600 52.12

有限会社光研究所 埼玉県志木市本町六丁目14－33 300 4.34

株式会社南日本銀行 鹿児島県鹿児島市山下町１－１ 186 2.70

東洋技研株式会社 長野県岡谷市長地権現町四丁目８－７ 52 0.75

光波従業員持株会 東京都練馬区向山二丁目６－８ 49 0.71

ドイチェ　バンク　アーゲー　ロンドン　ピービー　
ノントリティー　クライアンツ　613

東京都千代田区永田町二丁目11－１ 40 0.58

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７－１ 35 0.51

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６－６ 34 0.49

青　木　和　夫 埼玉県所沢市 33 0.48

田　島　彰　二　郎 長崎県大村市 31 0.45

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都港区浜松町二丁目11－３ 31 0.45

計 ― 4,393 63.59
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成21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）
普通株式    8,000

―
権利内容に何ら制限のない標準とな
る株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　6,899,700 68,997 同上

単元未満株式 普通株式　　　　650 ― 同上

発行済株式総数 6,908,350 ― ―

総株主の議決権 ― 68,997 ―

　

　

② 【自己株式等】

　 　 平成21年９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）
株式会社光波

東京都練馬区向山
二丁目６番８号

8,000 ─ 8,000 0.12

計 ― 8,000 ─ 8,000 0.12

　

　

　

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21年
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 659 635 892 930 1,060 1,445

最低(円) 550 560 605 775 780 921

(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。
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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、次のとおりでありま

す。

　

 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役会長
兼　営業本部長

代表取締役会長 藤山　明基 平成21年11月11日

代表取締役社長
代表取締役社長
兼　営業本部長

中島　康裕 平成21年11月11日

取締役上席執行役員　　　　開発
本部長

取締役上席執行役員　　　　開発
本部長　　　　　　　　兼　開発第二

部長
安藤　章 平成21年９月１日
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第５ 【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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）および前第２四半期

連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基

づき、当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）および当第２四半期連

結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づ

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、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月

１日から平成20年９月30日まで）および前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月

30日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年

９月30日まで）および当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る

四半期連結財務諸表について、監査法人Ａ＆Ａパートナーズにより四半期レビューを受けております。

　

EDINET提出書類

株式会社光波(E02041)

四半期報告書

13/30



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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,615,030 2,042,879

受取手形及び売掛金 1,546,524 2,363,727

商品及び製品 570,466 627,494

仕掛品 90,137 442,624

原材料及び貯蔵品 527,979 392,555

未収還付法人税等 13,795 51,740

繰延税金資産 214,994 219,126

その他 138,811 220,279

貸倒引当金 △15,922 △22,648

流動資産合計 5,701,819 6,337,780

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1
 1,598,819

※1
 1,699,904

減価償却累計額 △881,620 △851,077

建物及び構築物（純額） 717,198 848,827

機械装置及び運搬具 ※1
 2,114,720

※1
 2,089,717

減価償却累計額 △1,742,861 △1,640,387

機械装置及び運搬具（純額） 371,858 449,330

土地 ※1
 934,185

※1
 948,953

建設仮勘定 7,262 2,966

その他 963,533 948,891

減価償却累計額 △846,407 △820,913

その他（純額） 117,126 127,978

有形固定資産合計 2,147,631 2,378,056

無形固定資産 182,197 219,742

投資その他の資産

投資有価証券 ※2
 385,103

※2
 367,362

繰延税金資産 426,010 456,286

その他 388,958 390,026

貸倒引当金 △8,560 △8,560

投資その他の資産合計 1,191,512 1,205,114

固定資産合計 3,521,341 3,802,913

資産合計 9,223,160 10,140,694
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 729,634 1,081,895

短期借入金 ※3
 398,000

※3
 398,000

未払法人税等 14,145 284

賞与引当金 73,258 89,294

その他 ※1
 375,841

※1
 244,339

流動負債合計 1,590,879 1,813,814

固定負債

長期借入金 18,000 27,000

退職給付引当金 315,620 436,027

その他 ※1
 156,000

※1
 165,106

固定負債合計 489,620 628,133

負債合計 2,080,499 2,441,948

純資産の部

株主資本

資本金 3,331,726 3,331,726

資本剰余金 3,287,362 3,287,362

利益剰余金 683,751 1,287,608

自己株式 △10,627 △10,585

株主資本合計 7,292,212 7,896,111

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 17,811 △9,280

為替換算調整勘定 △167,362 △188,085

評価・換算差額等合計 △149,551 △197,365

純資産合計 7,142,660 7,698,745

負債純資産合計 9,223,160 10,140,694
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 3,083,105 2,460,778

売上原価 2,481,666 1,974,829

売上総利益 601,438 485,949

販売費及び一般管理費 ※１
 789,195

※１
 661,604

営業損失（△） △187,756 △175,655

営業外収益

受取利息 622 238

受取配当金 3,132 1,685

持分法による投資利益 15,009 －

不動産賃貸料 3,428 4,088

その他 7,197 7,228

営業外収益合計 29,390 13,240

営業外費用

支払利息 4,391 3,570

持分法による投資損失 － 30,711

為替差損 29,894 17,192

その他 5,908 6,146

営業外費用合計 40,195 57,620

経常損失（△） △198,561 △220,035

特別利益

貸倒引当金戻入額 3,854 6,726

特別利益合計 3,854 6,726

特別損失

減損損失 － ※２
 139,901

固定資産除却損 163 1,458

特別退職金 － ※２
 60,225

早期割増退職金 － 1,632

たな卸資産評価損 － ※２
 67,569

その他 － ※２
 28,112

特別損失合計 163 298,899

税金等調整前四半期純損失（△） △194,870 △512,208

法人税、住民税及び事業税 9,387 8,164

法人税等還付税額 － △36,063

過年度法人税等戻入額 △30,677 －

法人税等調整額 9,758 16,043

法人税等合計 △11,532 △11,855

四半期純損失（△） △183,337 △500,352
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
　至 平成21年９月30日)

売上高 1,480,264 1,174,814

売上原価 1,156,612 933,466

売上総利益 323,651 241,347

販売費及び一般管理費 ※１
 370,852

※１
 321,640

営業損失（△） △47,200 △80,292

営業外収益

受取利息 382 105

受取配当金 2,072 1,442

持分法による投資利益 10,415 －

為替差益 6,102 －

不動産賃貸料 1,714 2,044

その他 5,813 5,426

営業外収益合計 26,499 9,018

営業外費用

支払利息 1,058 1,768

売上割引 1,609 1,224

持分法による投資損失 － 10,967

為替差損 － 18,014

その他 795 461

営業外費用合計 3,464 32,436

経常損失（△） △24,164 △103,710

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 626

特別利益合計 － 626

特別損失

減損損失 － ※２
 139,901

固定資産除却損 140 1,458

特別退職金 － ※２
 60,225

早期割増退職金 － 1,632

たな卸資産評価損 － ※２
 67,569

その他 － ※２
 28,112

特別損失合計 140 298,899

税金等調整前四半期純損失（△） △24,305 △401,983

法人税、住民税及び事業税 3,815 4,722

法人税等還付税額 － △36,063

法人税等調整額 △32,956 △39,147

法人税等合計 △29,140 △70,488

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,834 △331,494
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △194,870 △512,208

減価償却費 209,638 168,756

固定資産除却損 163 1,458

特別退職金 － 60,225

減損損失 － 139,901

たな卸資産評価損 － 67,569

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,296 △6,726

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,637 △16,035

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,319 △53,504

役員退職慰労金の支払額 △10,460 △3,300

受取利息 △622 －

受取配当金 △3,132 －

支払利息 4,391 3,570

持分法による投資損益（△は益） △15,009 30,711

売上債権の増減額（△は増加） 919,625 829,512

たな卸資産の増減額（△は増加） 260,485 229,540

仕入債務の増減額（△は減少） △817,481 △377,713

その他の資産・負債の増減額 △265,307 －

その他 － 69,570

小計 86,807 631,327

利息及び配当金の受取額 3,754 1,923

利息の支払額 △5,555 △3,817

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △117,424 73,247

営業活動によるキャッシュ・フロー △32,416 702,681

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 △24 －

有形固定資産の取得による支出 △60,833 △15,056

投資有価証券の取得による支出 △3,324 △2,996

長期貸付金の回収による収入 699 －

その他 － 395

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,482 △17,656

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △9,000 △9,000

自己株式の売却による収入 244,800 －

配当金の支払額 △100,489 △103,697

その他 － △42

財務活動によるキャッシュ・フロー 135,310 △112,739

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,334 △159

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,077 572,126

現金及び現金同等物の期首残高 2,088,779 2,022,774

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 2,124,857

※１
 2,594,901
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【四半期連結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２四半期連結会計期間(自 平成21年４月１日 至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

　

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取利息」、「受取配当金」

および「その他の資産・負債の増減額」として掲記されていたものは、重要性が乏しいため、当第１四半期連結

累計期間より「その他」に掲記しております。

　また、前第２四半期連結累計期間において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「定期預金の預入による

支出」および「長期貸付金の回収による収入」として掲記されていたものは、重要性が乏しいため、当第１四半

期連結累計期間より「その他」に掲記しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれております

「受取利息」、「受取配当金」および「その他の資産・負債の増減額」はそれぞれ△238千円、△1,685千円およ

び41,083千円であり、当第２四半期連結累計期間の「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含ま

れております「定期預金の預入による支出」および「長期貸付金の回収による収入」はそれぞれ△24千円およ

び131千円であります。
 

　

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

１　固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計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。

２　繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至　平成21年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

※１　所有権が留保されている資産

所有権が留保されている資産について、事業の運

営において重要なものであり、かつ、前連結会計年

度の末日に比べて著しい変動が認められるものは

ございません。

※１　所有権が留保されている資産

固定資産の建物及び構築物、機械装置及び運搬具

ならびに土地の一部につきましては、静岡県の制度

融資に基づく売買予約・使用貸借による建物

31,874千円、構築物568千円、機械装置100千円およ

び土地73,464千円が含まれており、対応債務は、建

物等の未払金12,020千円であり、流動負債（その

他）6,214千円および固定負債（その他）に5,806

千円計上しております。

※２　関連会社に対する投資有価証券（株式）につい

て、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動はご

ざいません。

※２　関連会社に対するものは、次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 224,950千円

※３　当座貸越契約について

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

　当第２四半期連結会計期間末における当座貸越契

約に係る借入未実行残高は、前連結会計年度の末日

に比べて著しい変動はございません。

※３　当座貸越契約について

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

　当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高は次のとおりであります。

 

当座貸越極度額 1,440,000千円 　
借入実行残高 380,000千円 　

差引額 1,060,000千円 　
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

　 荷造運送費 38,641千円 　 　 荷造運送費 24,123千円　
　 給与手当 314,270千円 　 　 給与手当 238,690千円　
　 賞与 14,199千円 　 　 賞与 9,980千円　
　 賞与引当金繰入額 41,717千円 　 　 賞与引当金繰入額 39,972千円　
　 退職給付費用 15,268千円 　 　 退職給付費用 18,392千円　
　 法定福利費 48,966千円 　 　 法定福利費 48,167千円　
　 支払手数料 38,801千円 　 　 支払手数料 53,201千円　

───────
 

※２ 連結子会社である株式会社オプシード津南の清算に

かかる見込み金額であります。

　

　

第２四半期連結会計期間

　
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの ※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

　 荷造運送費 16,395千円 　 　 荷造運送費 14,174千円　
　 貸倒引当金繰入額 1,118千円 　 　 給与手当 111,110千円　
　 給与手当 151,894千円 　 　 賞与引当金繰入額 24,797千円　
　 賞与引当金繰入額 21,606千円 　 　 退職給付費用 9,181千円　
　 退職給付費用 9,227千円 　 　 法定福利費 21,189千円　
　 法定福利費 26,717千円 　 　 支払手数料 30,519千円　
　 支払手数料 15,743千円 　 　 　 　 　

───────
 

※２ 連結子会社である株式会社オプシード津南の清算に

かかる見込み金額であります。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

※  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結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 2,144,938千円

預入期間が３か月超の定期預金 △20,081千円

現金及び現金同等物 2,124,857千円

※  現金及び現金同等物の当第２四半期連結累計期間末

残高と当第２四半期連結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 2,615,030千円

預入期間が３か月超の定期預金 △20,129千円

現金及び現金同等物 2,594,901千円
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(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成21年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日

 至  平成21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
連結会計期間末

普通株式(株) 6,908,350

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 8,070

　

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
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年５月12日
決算取締役会

普通株式 103,504 15.00平成21年３月31日 平成21年６月25日 利益剰余金

　

(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結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。

　

５  株主資本の著しい変動に関する事項

　

　 　 　 　 　 （単位：千円）

　 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 3,331,7263,287,3621,287,608 △10,585 7,896,111

当第２四半期連結会計期間末
までの変動額

　 　 　 　 　

　剰余金の配当 　 　 △103,504　 △103,504

　四半期純損失 　 　 △500,352　 △500,352

　自己株式の取得 　 　 　 △42 △42

当第２四半期連結会計期間末
までの変動額合計

─ ─ △603,856 △42 △603,898

当第２四半期連結会計期間末残高 3,331,7263,287,362 683,751 △10,627 7,292,212

　

EDINET提出書類

株式会社光波(E02041)

四半期報告書

22/30



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

　当社グループは、自動販売機用製品、LED応用製品の光応用製品と当該製品関連の樹脂成形金型等の製造

販売を専ら業としており、光応用製品の単一セグメントのため前第２四半期連結会計期間（自　平成20年

７月１日　至　平成20年９月30日）および当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21

年９月30日）、ならびに前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）およ

び当第２四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）において事業の種類別セ

グメント情報の記載を省略しております。

　

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結会計期間(自  平成20年７月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
日本
(千円)

バングラデシュ
人民共和国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

1,480,264 ― 1,480,264 ― 1,480,264

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― 737,401737,401(737,401) ―

計 1,480,264737,4012,217,665(737,401)1,480,264

営業利益又は営業損失(△) △ 147,52999,935△ 47,593 392 △ 47,200

　

当第２四半期連結会計期間(自  平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(千円)

バングラデシュ
人民共和国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

1,174,814 ― 1,174,814 ― 1,174,814

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― 234,507234,507(234,507) ―

計 1,174,814234,5071,409,321(234,507)1,174,814

営業利益又は営業損失(△) △42,207△41,167△83,375 3,082 △80,292

（注）　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。
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前第２四半期連結累計期間(自  平成20年４月１日  至  平成20年９月30日)

　

　
日本
(千円)

バングラデシュ
人民共和国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

3,083,105 ― 3,083,105 ― 3,083,105

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― 1,279,6151,279,615(1,279,615) ―

計 3,083,1051,279,6154,362,720(1,279,615)3,083,105

営業利益又は営業損失(△) △ 292,065104,354△ 187,710 (46)△ 187,756

（注）１　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　有形固定資産の耐用年数の変更 

　法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律　平成20年４月30日　法律第23号）に伴い、法定耐用年数

及び資産区分が見直されました。これにより、第１四半期連結会計期間から、当社および国内連結子会社の機

械装置については改正後の耐用年数を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、日本

における当第２四半期連結累計期間の営業損失が13,681千円増加しております。

　

当第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

　

　
日本
(千円)

バングラデシュ
人民共和国
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

2,460,778 ― 2,460,778 ― 2,460,778

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― 590,555590,555(590,555) ―

計 2,460,778590,5553,051,333(590,555)2,460,778

営業利益又は営業損失(△) △147,476△77,173△224,650 48,994△175,655

（注）　国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

　

　

【海外売上高】

　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、前第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平

成20年９月30日）および当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）、な

らびに前第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）および当第２四半期

連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）において海外売上高の記載を省略してお

ります。
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(有価証券関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変

動がありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当第２四半期連結会計期間末（平成21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２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21年９月30日）

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21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２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 　

１株当たり純資産額 1,035.13円
　

　 　

１株当たり純資産額 1,115.70円
　

　

　
(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期
連結会計期間末
(平成21年９月30日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 7,142,660 7,698,745

普通株式に係る純資産額(千円) 7,142,660 7,698,745

差額の主な内訳(千円) ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 6,908 6,908

普通株式の自己株式数(千株) 8 8

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数(千株)

6,900 6,900

　

２  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第２四半期連結累計期間

前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額 △26.70円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　―　円
　

１株当たり四半期純損失金額 △72.51円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─　円
　
　

　
(注) １　前第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

については、１株当たり四半期純損失金額であるため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失金額

項目
前第２四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) △ 183,337 △ 500,352

普通株式に係る四半期純損失(千円) △ 183,337 △ 500,352

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,867 6,900

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

前連結会計年度末に存在
しておりました平成14年
10月３日発行の新株予約
権(21千株)は、平成20年
６月30日をもちまして行
使期間が終了したため失
効しております。

─
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第２四半期連結会計期間

前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

１株当たり四半期純利益金額 0.70円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　―　円
　

１株当たり四半期純損失金額 △48.04円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ─　円
　

　

　
(注) １　前第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有してい

る潜在株式が存在しないため、また、当第２四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金

額については、１株当たり四半期純損失金額であるため、それぞれ記載しておりません。

２　１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額

項目
前第２四半期連結会計期間
(自  平成20年７月１日
至  平成20年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自  平成21年７月１日
至  平成21年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益
又は四半期純損失(千円)

4,834 △ 331,494

普通株式に係る四半期純利益
又は四半期純損失(千円)

4,834 △ 331,494

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,900 6,900

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり四半期純利益金額の算定に含まれなかった
潜在株式について前連結会計年度末から重要な変
動がある場合の概要

前連結会計年度末に存在
しておりました平成14年
10月３日発行の新株予約
権(21千株)は、平成20年
６月30日をもちまして行
使期間が終了したため失
効しております。

─

　

(重要な後発事象)

当第２四半期連結会計期間（自　平成21年７月１日　至　平成21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11日

株式会社光波

取締役会  御中

　

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ
　

　
　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　齊　藤　浩　司　　㊞
　

　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　間　久　幸　　㊞
　

　

　

　

　

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

会社光波の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20

年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（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及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結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、株式会社光波及び連結子会社の平成20年９月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経

営成績並びに第２四半期連結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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年11月２日

株式会社光波

取締役会  御中

　

監査法人Ａ＆Ａパートナーズ

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　齊　藤　浩　司　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　間　久　幸　　㊞

　

　

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

会社光波の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21

年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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及び四半期

連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結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、株式会社光波及び連結子会社の平成21年９月

30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成

績並びに第２四半期連結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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