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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３四半期
連結累計期間

第40期
第３四半期
連結累計期間

第39期
第３四半期
連結会計期間

第40期
第３四半期
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
  　12月31日

自  平成21年
    ４月１日
至  平成21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21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
    ４月１日
至  平成21年
    ３月31日

売上高 (千円) 4,503,2993,901,1401,420,1931,440,3616,494,253

経常損失（△） (千円) △ 306,179△ 269,436△ 107,618△49,660△ 45,455

四半期（当期）純損失（△） (千円) △ 315,209△ 608,064△ 131,871△ 107,712△ 212,652

純資産額 (千円) ― ― 7,633,1657,004,1137,698,745

総資産額 (千円) ― ― 10,072,5499,219,98710,140,694

１株当たり純資産額 (円) ― ― 1,106.201,015.051,115.70

１株当たり四半期（当期）
純損失金額（△）

(円) △ 45.83△ 88.12△ 19.11△ 15.61△ 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 (％) ― ― 75.8 76.0 75.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 193,277565,530 ― ― △ 77,029

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 83,864△ 35,726 ― ― △ 99,528

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 130,617△ 117,658 ― ― 125,694

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

(千円) ― ― 1,937,6772,432,1842,022,774

従業員数 (名) ― ― 1,289 926 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　潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、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３四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３四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３四半期報告書提出

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12月31日現在

従業員数(名) 926（18）

(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３四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。　

　

(2) 提出会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(名) 187（8）

(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３四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３四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 486,903 51.5

ＬＥＤ応用製品 552,230 70.5

その他 128,640 182.1

合計 1,167,773 64.9

(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３四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 579,217 84.2 150,079 63.0

ＬＥＤ応用製品 825,646 101.7 339,920 121.3

その他 197,170 313.0 70,359 2,596.7

合計 1,602,034 102.5 560,359 107.5

(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３四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。
　

品目 販売高(千円) 前年同四半期比(％)

自動販売機用製品 564,596 93.7

ＬＥＤ応用製品 747,302 99.6

その他 128,462 191.8

合計 1,440,361 101.4

　

(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３四半期連結会計期間 当第３四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

ミタチ産業㈱ 247,728 17.4 400,860 27.8

富士電機リテイルシステムズ㈱ 217,413 15.3 179,474 12.5

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３四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３四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３四半期連結会計期間における我が国経済は、アジア向け輸出を抱える企業や一部業界におけ

る景気回復感が見えたものの、全体的に景気は引き続き先行き不透明であり、積極的な設備投資に至ら

ないまま推移し、依然として厳しい状況となりました。

　こうした経済環境の下、当社の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も、未だ需

要が回復せず売上が低調のまま推移しました。また、LED応用製品では、産業用の需要は回復しておりま

せんが、照明関連製品ではLEDの省エネ・長寿命という特長が徐々に浸透し始め、金額的には大きくな

いものの、徐々に売上伸長の兆しが見えつつあります。

　この結果、当第３四半期連結会計期間の売上高は1,440,361千円と前年同四半期連結会計期間と比べ

20,167千円（1.4％）の増収となりました。営業損失は17,924千円（前年同四半期連結会計期間は

14,499千円の営業損失）、経常損失は49,660千円（前年同四半期連結会計期間は107,618千円の経常損

失）、四半期純損失は107,712千円（前年同四半期連結会計期間は131,871千円の四半期純損失）とな

りました。

　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

（292,335千円）を当第３四半期連結累計期間に実施することにより、同期間における四半期純損失は

608,064千円（前年同四半期連結累計期間は315,209千円の四半期純損失）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・たばこ用ともに引き続き投資が抑制されているものの、

LED応用製品、およびアミューズメント関連製品はほぼ計画通り進捗、また照明関連製品においては

売上伸長の兆しが見え、当第３四半期連結会計期間の売上高は1,440,361千円と前年同四半期と比べ

20,167千円（1.4％）の増収となりました。営業損益は経費削減に努めましたが、当第３四半期連結

会計期間は14,559千円の営業損失（前年同四半期は3,092千円の営業利益）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３四半期連結会計期間の売上高は480,564千円と前年同四半期と比べ

177,248千円（58.4％）の増収となりました。営業損益は64,549千円の営業利益（前年同四半期は

15,994千円の営業損失）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、8.5％減少し、5,799,906千円となりました。これは主とし

て、受取手形及び売掛金が748,190千円減少となった一方で、現金及び預金が409,450千円増加したこ

とによるものです。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて、10.1％減少し、3,420,081千円となりました。 

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、9.1％減少し、9,219,987千円となりました。 

　

②　負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、3.7％減少し、1,746,100千円となりました。これは主とし

て、支払手形及び買掛金が73,802千円減少したことと賞与引当金が56,644千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、25.2％減少し、469,773千円となりました。これは主とし

て、退職給付引当金が135,754千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、9.3％減少し、2,215,874千円となりました。

　

③　純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、9.0％減少し、7,004,113千円となりました。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711,569千円減少したことによるもの

です。

　

（３）キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四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409,409千円増加し、2,432,184千円となりました。

　当第３四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３四半期連結会計期間における営業活動の結果使用した資金は、137,151千円（前第３四半期

連結会計期間は、160,860千円の使用）となりました。

　キャッシュ・フロー増加の主な内訳は、仕入債務の増加額315,099千円であり、減少の主な内訳は、

たな卸資産の増加額158,138千円、売上債権の増加額83,833千円および退職給付引当金の減少額

80,185千円であります。

　

②　投資活動によるキャッシュ・フロー

当第３四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、18,069千円（前第３四半期

連結会計期間は、20,382千円の使用）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20,877千円であります。

　

③　財務活動によるキャッシュ・フロー

当第３四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、4,919千円（前第３四半期連

結会計期間は、4,693千円の使用）となりました。 

　これは、主に長期借入金返済による支出4,500千円であります。
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（４）事業上および財務上の対処すべき課題

当第３四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

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３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は103,008千円であります。

　

（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

現在の民主党政権は、2009年９月の国連において鳩山首相が打ち出した「2020年までに温室効果ガス

を1990年比での25％削減」を政権の方針と位置付け、温室効果ガス＝CO2の削減を求めています。他方、一

般照明分野では、2010年度にはメーカー各社が白熱電球の生産を中止すること、また、蛍光灯は環境負荷

物質である水銀を使用していることから、今後LED照明へ転換する流れが作られるものと推測されます。

当社グループは、昨年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(100V)」を上市し、その後海外向けとして200V用LED電球を開発する等、ラインアップを拡充して

います。また、新規開発の「蛍光管形LEDランプ」も昨年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、景気が急回復することは難しいと予測され、自動販売機関連製品は飲料

用・たばこ用共に新規投資が引き続き抑制されると想定されます。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、今後厳しいコストダウン圧力が強まるものと想定さ

れます。また、デバイス（アミューズメント用）では価格競争を乗り越え、受注量の確保に傾注してまい

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、業務改善に努め効率化を図るとともに、価格切り換えボタンや自

動販売機本体照明の蛍光灯からLED照明への代替等といった提案をしてまいります。また、LED電球や蛍光

管形LED照明では大手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

内はもとより海外での販売体制を整備し、当社製品群の知名度アップ、ひいては売上増に繋げるべく努力

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３四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３四半期連結会計期間において、第２四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３四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新設、除却等の計画はありま

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 26,000,000

計 26,000,000

　

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21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２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 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22年２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３四半期会計期間末現在
(平成21年12月31日)

新株予約権の数（個） 976

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） 97,600

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10月１日～
平成21年12月31日

─ 6,908,350 ─ 3,331,726 ─ 3,287,362

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、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。

　

(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、株主名簿の記載内容が確認できず、記

載することができないことから、直前の基準日である平成21年９月30日に基づく株主名簿による記載を

しております。

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
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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 10月 11月 12月

最高(円) 659 635 892 930 1,0601,445 1,960 1,499 1,224

最低(円) 550 560 605 775 780 921 1,126 881 906

(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、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３四半期連結会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)および前第３四半期連

結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31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３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)および当第３四半期連結累計期

間(平成21年４月１日から平成21年12月31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３四半期連結会計期間(平成20年10月１

日から平成20年12月31日まで)および前第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日

まで)に係る四半期連結財務諸表ならびに当第３四半期連結会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月

31日まで)および当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31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

12/29



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,452,329 2,042,879

受取手形及び売掛金 ※1
 1,615,536 2,363,727

商品及び製品 623,007 627,494

仕掛品 92,393 442,624

原材料及び貯蔵品 603,604 392,555

未収還付法人税等 － 51,740

繰延税金資産 186,286 219,126

その他 242,929 220,279

貸倒引当金 △16,182 △22,648

流動資産合計 5,799,906 6,337,780

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※2
 1,586,752

※2
 1,699,904

減価償却累計額 △890,862 △851,077

建物及び構築物（純額） 695,889 848,827

機械装置及び運搬具 ※2
 1,959,226

※2
 2,089,717

減価償却累計額 △1,622,824 △1,640,387

機械装置及び運搬具（純額） 336,401 449,330

土地 ※2
 934,185

※2
 948,953

建設仮勘定 5,676 2,966

その他 913,662 948,891

減価償却累計額 △804,733 △820,913

その他（純額） 108,929 127,978

有形固定資産合計 2,081,083 2,378,056

無形固定資産 164,613 219,742

投資その他の資産

投資有価証券 ※3
 368,873

※3
 367,362

繰延税金資産 425,201 456,286

その他 388,870 390,026

貸倒引当金 △8,560 △8,560

投資その他の資産合計 1,174,385 1,205,114

固定資産合計 3,420,081 3,802,913

資産合計 9,219,987 10,140,694
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 ※1
 1,008,093 1,081,895

短期借入金 ※4
 398,000

※4
 398,000

未払法人税等 10,343 284

賞与引当金 32,650 89,294

その他 ※2
 297,013

※2
 244,339

流動負債合計 1,746,100 1,813,814

固定負債

長期借入金 13,500 27,000

退職給付引当金 300,273 436,027

その他 ※2
 156,000

※2
 165,106

固定負債合計 469,773 628,133

負債合計 2,215,874 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 576,039 1,287,608

自己株式 △10,627 △10,585

株主資本合計 7,184,500 7,896,111

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,927 △9,280

為替換算調整勘定 △192,313 △188,085

評価・換算差額等合計 △180,386 △197,365

純資産合計 7,004,113 7,698,745

負債純資産合計 9,219,987 10,140,694
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(2)【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20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 4,503,299 3,901,140

売上原価 3,537,862 3,105,860

売上総利益 965,436 795,279

販売費及び一般管理費 ※１
 1,167,692

※１
 988,599

営業損失（△） △202,255 △193,320

営業外収益

受取利息 832 311

受取配当金 3,344 1,806

持分法による投資利益 7,412 －

不動産賃貸料 5,142 6,132

その他 8,608 8,851

営業外収益合計 25,340 17,102

営業外費用

支払利息 6,289 4,591

持分法による投資損失 － 38,572

為替差損 113,010 39,116

その他 9,965 10,939

営業外費用合計 129,264 93,218

経常損失（△） △306,179 △269,436

特別利益

貸倒引当金戻入額 6,658 6,466

特別利益合計 6,658 6,466

特別損失

減損損失 － ※２
 139,901

固定資産除却損 204 1,458

投資有価証券評価損 4,320 －

特別退職金 － ※２
 61,275

早期割増退職金 － 24,524

たな卸資産評価損 － ※２
 67,569

その他 － ※２
 23,589

特別損失合計 4,524 318,318

税金等調整前四半期純損失（△） △304,046 △581,287

法人税、住民税及び事業税 14,785 13,291

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 27,055 49,548

法人税等合計 11,163 26,777

四半期純損失（△） △315,209 △608,064
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【第３四半期連結会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 1,420,193 1,440,361

売上原価 1,056,195 1,131,031

売上総利益 363,998 309,330

販売費及び一般管理費 ※１
 378,497

※１
 327,254

営業損失（△） △14,499 △17,924

営業外収益

受取利息 210 73

受取配当金 212 121

不動産賃貸料 1,714 2,044

その他 1,410 1,623

営業外収益合計 3,547 3,862

営業外費用

支払利息 1,897 1,020

持分法による投資損失 7,597 7,860

為替差損 83,115 21,923

その他 4,056 4,792

営業外費用合計 96,666 35,597

経常損失（△） △107,618 △49,660

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,803 －

特別利益合計 2,803 －

特別損失

固定資産除却損 41 －

投資有価証券評価損 4,320 －

特別退職金 － ※２
 1,049

早期割増退職金 － 22,892

その他 － ※２
 △4,523

特別損失合計 4,361 19,419

税金等調整前四半期純損失（△） △109,175 △69,079

法人税、住民税及び事業税 5,398 5,127

法人税等調整額 17,296 33,505

法人税等合計 22,695 38,632

四半期純損失（△） △131,871 △107,712
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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３四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31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（△） △304,046 △581,287

減価償却費 319,551 247,232

固定資産除却損 204 1,458

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） △7,100 △6,466

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,996 △56,644

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,085 △133,690

役員退職慰労金の支払額 △10,460 △3,300

投資有価証券評価損益（△は益） 4,320 －

受取利息 △832 －

受取配当金 △3,344 －

支払利息 6,289 4,591

持分法による投資損益（△は益） △7,412 38,572

売上債権の増減額（△は増加） 947,567 745,678

たな卸資産の増減額（△は増加） △162,180 71,401

仕入債務の増減額（△は減少） △623,542 △62,614

その他の資産・負債の増減額 △107,954 －

その他 － 10,866

小計 △4,850 483,268

利息及び配当金の受取額 4,177 2,118

利息の支払額 △6,315 △3,964

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △186,288 84,107

営業活動によるキャッシュ・フロー △193,277 565,530

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 △48 －

有形固定資産の取得による支出 △60,635 △35,933

有形固定資産の売却による収入 － 4,703

無形固定資産の取得による支出 △262 －

投資有価証券の取得による支出 △24,032 △4,499

長期貸付金の回収による収入 1,113 －

その他 － 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △83,864 △35,726

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 △13,500 △13,500

自己株式の売却による収入 244,800 －

配当金の支払額 △100,682 △104,116

その他 － △42

財務活動によるキャッシュ・フロー 130,617 △117,658

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,578 △2,734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △151,102 409,409

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
 1,937,677

※１
 2,432,184
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

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３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

該当事項はありません。

　

【表示方法の変更】

　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日）

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　前第３四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」として個別掲記されていたものは、重要性が乏しいため、第１四半期連

結累計期間より「その他」に含めて掲記しております。

　また、前第３四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」として個別掲記されていたものは、重要性が乏しいため、第１四

半期連結累計期間より「その他」に含めて掲記しております。

　さらに、前第３四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「無形固定資産の取得

による支出」として個別掲記されていたものは、重要性が乏しいため、当第３四半期連結累計期間より「その

他」に含めて掲記しております。 

　なお、当第３四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△311千円、△1,806千円およ

び△12,903千円であり、また、「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」「長期貸付金の回収による収入」および「無形固定資産の取得による支出」はそれぞ

れ△40千円、284千円および△240千円であります。
 

　

【簡便な会計処理】

　

当第３四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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　法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　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３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

※１　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いては、満期日に決済が行われたものとして処理し

ております。

　なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の

休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満

期手形が、四半期連結会計期間末残高から除かれて

おります。

受取手形                           77,996千円

支払手形　　　　　　　　　　　　　 35,008千円

───────

　 　
※２　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あり

ません。

※２　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。

　 　
※３　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ありま

せん。

※３　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

　 　
※４　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３四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ありません。

※４　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３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31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 47,261千円 　 　 給与手当 351,519千円　
　 給与手当 462,672千円 　 　 賞与引当金繰入額 57,926千円　
　 賞与引当金繰入額 72,403千円 　 　 退職給付費用 27,561千円　
　 退職給付費用 22,265千円 　 　 　 　 　
　 法定福利費 73,905千円 　 　 　 　 　
　 支払手数料 66,381千円 　 　 　 　 　

───────
 

※２ 連結子会社である株式会社オプシード津南の清算に

かかる損失見込み金額であります。

　

第３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31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 8,619千円 　 　 給与手当 112,829千円　
　 給与手当 148,401千円 　 　 賞与引当金繰入額 17,954千円　
　 賞与引当金繰入額 30,686千円 　 　 退職給付費用 9,169千円　
　 退職給付費用 6,996千円 　 　 　 　 　
　 法定福利費 24,939千円 　 　 　 　 　
　 支払手数料 27,579千円 　 　 　 　 　

───────
 

※２ 連結子会社である株式会社オプシード津南の清算に

かかる損失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３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
　至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
　至  平成21年12月31日)

※１ 現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間

末残高と当第３四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 1,957,782千円

預入期間が３か月超の定期預金 △20,105千円

現金及び現金同等物 1,937,677千円

※１ 現金及び現金同等物の当第３四半期連結累計期間

末残高と当第３四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 2,452,329千円

預入期間が３か月超の定期預金 △20,145千円

現金及び現金同等物 2,432,184千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)および当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１

日  至  平成21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
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３四半期
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３四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 　 　 △608,064　 △608,064

　自己株式の取得 　 　 　 △42 △42

当第３四半期連結会計期間末
までの変動額合計

─ ─ △711,569 △42 △711,611

当第３四半期連結会計期間末残高 3,331,7263,287,362 576,039 △10,627 7,184,500
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(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３四半期連結会計期間（自　平成20年

10月１日　至　平成20年12月31日）および当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21

年12月31日）、ならびに前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）およ

び当第３四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日）

（単位：千円）

　 日本
バングラデシュ
人民共和国

計 消去又は全社 連結

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

1,420,193 ― 1,420,193 ― 1,420,193

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― 303,316303,316(303,316) ―

計 1,420,193303,3161,723,509(303,316)1,420,193

営業利益又は営業損失(△) 3,092△ 15,994△ 12,901(1,597)△ 14,499

（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。

　

当第３四半期連結会計期間（自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日）

（単位：千円）

　 日本
バングラデシュ
人民共和国

計 消去又は全社 連結

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

1,440,361 ― 1,440,361 ― 1,440,361

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― 480,564480,564(480,564) ―

計 1,440,361480,5641,920,925(480,564)1,440,361

営業利益又は営業損失(△) △ 14,559 64,549 49,989(67,914)△ 17,924

（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３四半期連結累計期間（自  平成20年４月１日  至  平成20年12月31日）

（単位：千円）

　 日本
バングラデシュ
人民共和国

計 消去又は全社 連結

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

4,503,299 ― 4,503,299 ― 4,503,299

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― 1,582,9311,582,931(1,582,931) ―

計 4,503,2991,582,9316,086,230(1,582,931)4,503,299

営業利益又は営業損失(△) △ 288,97288,360△ 200,612(1,643)△ 202,255

（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３四半期連結累計期間の営業損失が21,088千円増加しております。

　

当第３四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日）

（単位：千円）

　 日本
バングラデシュ
人民共和国

計 消去又は全社 連結

売上高 　 　 　 　 　

  (1) 外部顧客に
      対する売上高

3,901,140 ― 3,901,140 ― 3,901,140

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

― 1,071,1191,071,119(1,071,119) ―

計 3,901,1401,071,1194,972,259(1,071,119)3,901,140

営業損失(△) △ 162,036△ 12,624△ 174,660(18,659)△ 193,320

（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３四半期連結会計期間（自　平成20年10月１日　至　平

成20年12月31日）および当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）、な

らびに前第３四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）および当第３四半期

連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31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３四半期連結会計期間末（平成21年12月31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３四半期連結会計期間末（平成21年12月31日）

対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものとなって

おり、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ます。

　
通貨関連

（単位：千円）

取引の種類 契約額等 時価 評価損益

為替予約取引 　 　 　

　 売建 411,158 △3,120 △3,120

合計 411,158 △3,120 △3,120

（注）　時価の算定方法

　 　為替予約取引・・・・・先物為替相場によっております。

　

(ストック・オプション等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21年12月31日）

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間（自　平成21年10月１日　至　平成21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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,015.05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３四半期
連結会計期間末
(平成21年12月31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) 7,004,113 7,698,745

普通株式に係る純資産額(千円) 7,004,113 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３四半期連結累計期間

前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △45.83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 △88.12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３四半期連結累計期間および当第３四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の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) △ 315,209 △ 608,064

普通株式に係る四半期純損失(千円) △ 315,209 △ 608,064

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) 6,878 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３四半期連結会計期間

前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △19.11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 △15.61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３四半期連結会計期間および当第３四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記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) △ 131,871 △ 107,712

普通株式に係る四半期純損失(千円) △ 131,871 △ 107,712

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)

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９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　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　間　久　幸　　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３四半期連結会計期間(平成20

年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(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３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成

績並びに第３四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22年２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　　印

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　木　間　久　幸　　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３四半期連結会計期間(平成21

年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31

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３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の経営成

績並びに第３四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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