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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40期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第41期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第40期

会計期間
自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成21年４月１日
至  平成22年３月31日

売上高 (千円) 407,325 428,141 1,702,047

経常損失（△） (千円) △92,774 △ 48,607 △ 219,873

四半期(当期)純損失（△） (千円) △26,094 △ 51,954 △ 296,246

純資産額 (千円) 1,813,305 1,491,199 1,543,154

総資産額 (千円) 1,939,018 1,705,946 1,659,361

１株当たり純資産額 (円) 6,312.11 5,190.86 5,371.71

１株当たり四半期
(当期)純損失金額（△）

(円) △90.83 △ 180.85 △ 1,031.23

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 (％) 93.5 87.4 93.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △389,468 △ 47,174 △ 742,431

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 91,523 30,713 78,959

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △19,120 99,995 △ 22,755

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 755,178 469,551 386,016

従業員数 (名) 276 239 253

(注) １．第40期第１四半期連結累計(会計)期間及び第40期の売上高には、消費税等は含まれておりません。また、第41

期第１四半期連結累計(会計)期間の売上高には、税込方式を採用している一部の関係会社を除き消費税等は

含まれておりません。

２．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）純損失であり、

また潜在株式が存在し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１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社において営む事業の内容について、重要な

変更はありません。

また、主要な関係会社の異動については、「３　関係会社の状況」に記載しております。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有割合
又は被所有割合
（％）

関係内容

（連結子会社） 　 　 　 所有 　

株式会社シス
ウェーブテクノ

熊本県上益城郡
益城町

9,000

テストソリューション事
業 100.0 役員の兼任３名
　

(注)　「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報の名称を記載しております。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数(名) 239

(注)　従業員数は就業人員（グループ外から当社グループへの出向者を含む。）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) 提出会社の状況

　 平成22年６月30日現在

従業員数(名) 174

(注) １．従業員数は就業人員（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45名減少しておりますが、主として平成22年４月１日付けで株式

会社シスウェーブテクノを設立したことに伴い移籍したものであります。
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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

当グループ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ほぼ同一の内容となり

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１四半期連結会計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
受注高
(千円)

受注残高
(千円)

テストソリューション事業 381,779 366,823

組込ソリューション事業 81,925 78,600

合計 463,704 445,424

(注) １．上記の金額には、税込方式を採用している一部の関係会社を除き消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間取引については、相殺消去しております。

３．前期以前に受注した案件で、契約の変更等によりその内容に変更があるものについては、当第１四半期連結会

計期間の受注高にその増減額を含んでおります。
　

(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称
販売高
(千円)

テストソリューション事業 396,562

組込ソリューション事業 31,579

合計 428,141

(注) １．上記の金額には、税込方式を採用している一部の関係会社を除き消費税等は含まれておりません。

　　 ２．セグメント間取引については、相殺消去しております。

　　 ３．主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合

相手先

前第１四半期連結会計期間 当第１四半期連結会計期間

（自　平成21年４月１日
　　至　平成21年６月30日）

（自　平成22年４月１日
　　　至　平成22年６月30日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

ルネサスエレクトロニクス株式会社 196,345 48.2 281,632 65.8

ソニー株式会社 43,698 10.7 21,340 5.0

　　　　　(注）2010年４月、当社の主要顧客であるＮＥＣエレクトロニクス株式会社は、株式会社ルネサステクノロ　　

　　　ジと合併してルネサスエレクトロニクス株式会社になりました。
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２ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結会計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項

のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生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」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

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】

(1) 経営成績の分析

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出関連を中心とした企業業績の回復など景況感

に改善の兆しが見られるものの、欧州諸国の財政問題の影響による不安感から、株安や円高への影響が再

び強まり、依然として厳しい状況が続いております。

当社グループ関連業界におきましては、今年５月に発表された米国の半導体業界団体（ＳＩＡ）の世

界半導体売上３ヶ月移動平均前期比58.3％の伸びにも示されているように、パソコン・携帯端末向けや

新興国などの半導体需要を背景にして、一部の企業は業績の回復とともに設備投資に取り組み始めてお

ります。しかしながら、多くの半導体メーカーは未だ業務効率化や内製化等、慎重な対応を継続する状況

になっています。

このような環境の下、当社グループは、テストソリューションビジネスの積極的な推進によって、既存

顧客のニーズにきめ細やかに対応するとともに、あわせて新規顧客開拓や自社製品の開発にも取り組ん

でまいりました。また、業務の効率化や開発技術の集約化を目的として、平成22年４月１日に開発子会社

・株式会社シスウェーブテクノを設立し、業務改革にも積極的に取り組んでまいりました。

　その結果、当第１四半期連結会計期間の連結売上高は４億28百万円（前年同期比5.1％増）、営業損失74

百万円（前年同期:営業損失94百万円）、経常損失48百万円（前年同期:経常損失92百万円）、四半期純損

失51百万円（前年同期:四半期純損失26百万円）となりました。

なお、セグメント別では、テストソリューション事業の売上高は３億96百万円、営業損失は62百万円、組

込ソリューション事業の売上高は41百万円、営業損失は11百万円となりました。

　

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第１四半期連結会計期間末の資産総額は17億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ46百万円増

加しました。流動資産は12億42百万円となり、72百万円増加しました。これは主に現金及び預金や売掛金

の増加などによるものであります。固定資産は４億63百万円となり25百万円の減少となりました。そのう

ち、有形固定資産１億77百万円で11百万円の減少、無形固定資産２億10百万円で12百万円の減少、投資そ

の他の資産は75百万円で１百万円減少しました。その主な要因は、減価償却及びのれんの償却によるもの

であります。

（負債）

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は２億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ98百万円増

加しました。流動負債は１億90百万円となり85百万円増となりました。主な要因は、短期借入金１億円の

増加によるものであります。固定負債は24百万円となり、12百万円の増加となりました。主な要因は、資産

除去債務の増加によるものであります。

（純資産）
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当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は14億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ51百万円

の減少となりました。この結果、自己資本比率は、93.0％から87.4％となりました。

　

(3) キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、４億69百万円となり前連結会計年度末に比べ

83百万円の増加となりました。なお、当第１四半期連結会計期間における連結キャッシュ・フローの状況

は以下の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動におけるキャッシュ・フローは47百万円の支出（前年同期：３億89百万円の支出）となりま

した。その主な内訳は、税金等調整前四半期純損失を54百万円、減価償却費を27百万円計上いたしました

が、たな卸資産25百万円、売上債権30百万円等が増加したためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果得られた資金は30百万円の収入（前年同期：91百万円の収入）となりました。その主

な内訳は、賃貸フロアーの返却に伴う敷金の回収による収入が28百万円あったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の収入（前年同期：19百万円の支出）となりました。

これは主に短期借入金１億円によるものであります。
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(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ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１四半期連結会計期間の研究開発費の総額は2,577千円であります。

当第１四半期連結会計期間における研究開発活動の状況の重要な変更は、次の通りであります。

　テストソリューション事業では、放送業界向けにWeb上で一般的に使用されるFlash技術を用いて製作さ

れたマルチメディアコンテンツ（動画等）にテロップをのせて、TV放送に利用できるシステムのプラッ

トフォーム開発に取り組みました。また、マルチメディアコンテンツのインターネット伝送に対応するソ

フトウェアの開発も一定の成果につながっております。今後、機動性を生かした簡易中継システムも低価

格で実現することが可能となるように思われます。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第1四半期連結会計期間において、主要な設備に関する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1四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 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22年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成22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
大阪証券取引所　　 （Ｊ
ＡＳＤＡＱ市場）

単元株式数　10株

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) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　該当事項はありません。

　

(4) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

(5) 【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22年４月１日～
平成22年６月30日

― 304,023 ― 389,776 ― 339,662

　

(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書等の写しの送付等がなく、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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(7) 【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、株主名簿の記載内容が確認できな

いため、記載することができないことから、直前の基準日(平成22年３月31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22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 16,740

完全議決権株式(その他) 普通株式 287,260 28,726 同上

単元未満株式 普通株式 23 ─ ―

発行済株式総数 304,023 ─ ─

総株主の議決権 ─ 28,726 ─
　

② 【自己株式等】

平成22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

16,749 ─ 16,749 5.51

計 ― 16,749 ─ 16,749 5.51

　

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22年４月 ５月 ６月

最高(円) 3,000 2,850 2,900

最低(円) 2,252 2,310 2,360

(注)  最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場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において、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１四半期連結会計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連

結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６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１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)及び当第１四半期連結累

計期間(平成22年４月１日から平成22年６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１四半期連結会計期間(平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで)及び前第１四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年６月30

日まで)に係る四半期連結財務諸表並びに当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日から平成22年６

月30日まで)及び当第１四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年６月30日まで)に係る四半

期連結財務諸表について、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。
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 469,551 386,016

受取手形及び売掛金（純額） 594,128 563,675

仕掛品 ※２
 87,458

※２
 61,800

原材料及び貯蔵品 402 392

その他 90,657 158,012

流動資産合計 1,242,198 1,169,898

固定資産

有形固定資産 ※１
 177,667

※１
 189,565

無形固定資産

のれん 127,418 135,912

その他 83,211 86,930

無形固定資産合計 210,630 222,842

投資その他の資産 75,450 77,055

固定資産合計 463,747 489,463

資産合計 1,705,946 1,659,361

負債の部

流動負債

買掛金 2,849 15,080

短期借入金 100,000 －

未払法人税等 2,118 3,058

賞与引当金 2,820 －

受注損失引当金 ※２
 7,407

※２
 1,615

その他 75,507 84,953

流動負債合計 190,702 104,707

固定負債

長期未払金 11,500 11,500

資産除去債務 11,147 －

その他 1,397 －

固定負債合計 24,044 11,500

負債合計 214,747 116,207

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 844,741 896,696

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,491,199 1,543,154

純資産合計 1,491,199 1,543,154

負債純資産合計 1,705,946 1,659,361
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

売上高 407,325 428,141

売上原価 289,634 318,665

売上総利益 117,690 109,476

販売費及び一般管理費 ※１
 211,907

※１
 183,728

営業損失（△） △94,216 △74,251

営業外収益

受取利息 307 0

助成金収入 － 20,620

その他 1,231 5,403

営業外収益合計 1,539 26,024

営業外費用

支払利息 － 198

雑損失 98 181

営業外費用合計 98 380

経常損失（△） △92,774 △48,607

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,199

固定資産除却損 35 －

特別損失合計 35 6,199

税金等調整前四半期純損失（△） △92,810 △54,807

法人税、住民税及び事業税 342 219

法人税等調整額 △67,058 △3,071

法人税等合計 △66,715 △2,852

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △51,954

四半期純損失（△） △26,094 △51,954

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

四半期報告書

13/25



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年６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（△） △92,810 △54,807

減価償却費 30,692 27,648

のれん償却額 8,494 8,494

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,199

賞与引当金の増減額（△は減少） △119,214 2,820

受注損失引当金の増減額（△は減少） 10,848 5,792

受取利息 △307 △0

支払利息 － 198

固定資産除却損 35 －

売上債権の増減額（△は増加） 217,952 △30,453

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,472 △25,668

仕入債務の増減額（△は減少） △5,155 △12,230

未払金の増減額（△は減少） △313,725 △14,358

その他 △41,532 39,742

小計 △299,251 △46,621

利息及び配当金の受取額 251 0

利息の支払額 － △198

法人税等の支払額 △90,469 △353

営業活動によるキャッシュ・フロー △389,468 △47,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 20,123 －

有形固定資産の取得による支出 △24,574 △9,284

有形固定資産の売却による収入 － 16,800

無形固定資産の取得による支出 △485 △5,500

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る収入

77,337 －

その他 19,121 28,698

投資活動によるキャッシュ・フロー 91,523 30,713

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 － 100,000

配当金の支払額 △19,120 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,120 99,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △317,065 83,534

現金及び現金同等物の期首残高 1,072,244 386,016

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 755,178

※
 469,551
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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】

項目
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

１  連結の範囲に関する事項の変更 (1)連結の範囲の変更

　当第１四半期連結会計期間より、株式会社シスウェーブテクノを新
たに設立したため、連結の範囲に含めております。
 
(2)変更後の連結子会社の数
　２社

２  会計処理基準に関する事項の変更 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基

準」(企業会計基準第18号  平成20年３月31日)及び「資産除去債務

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号  平成

20年３月31日)を適用しております。

これにより、営業損失、経常損失は、それぞれ194千円増加、税金等調

整前四半期純損失は、6,393千円増加しております。また、当会計基準

等の適用開始による資産除去債務の変動額は11,147千円であります。

 

　

【表示方法の変更】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

(四半期連結損益計算書関係)

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則等の一

部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用に伴い、当第１四半期連結累計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。

　

【簡便な会計処理】

項目
当第１四半期連結会計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

 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。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第１四半期連結会計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年６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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　325,716千円
 

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　302,570千円

※２　損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受
注損失引当金は、相殺せずに、両建てで表示してお
ります。
　損失の発生が見込まれる受注契約にかかるたな卸
資産のうち、受注損失引当金に対応する額は仕掛品
7,407千円であります。

※２　損失が見込まれる受注契約に係るたな卸資産と受
注損失引当金は、相殺せずに、両建てで表示してお
ります。
　損失の発生が見込まれる受注契約にかかるたな卸
資産のうち、受注損失引当金に対応する額は仕掛品
1,615千円であります。

　

(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主なもの ※１　販売費及び一般管理費のうち主なもの

役員報酬 19,968千円

給与手当及び賞与 95,644千円

法定福利費 14,738千円

減価償却費 11,980千円

地代家賃 11,738千円

販売促進費 10,336千円

支払手数料 14,412千円

のれん償却費 8,494千円

　

役員報酬 19,827千円

給与手当及び賞与 35,173千円

賞与引当金繰入額 2,260千円

法定福利費 5,288千円

減価償却費 12,846千円

地代家賃 3,308千円

販売促進費 27,259千円

支払手数料 16,904千円

のれん償却費 8,494千円

　

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
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 454,671千円

有価証券（ＭＭＦ） 300,507千円

現金及び現金同等物 755,178千円

※  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
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 469,551千円

現金及び現金同等物 469,551千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成22年６月30日)及び当第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月

１日  至  平成22年６月30日)

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 304,023

　

２．自己株式の種類及び株式数

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 16,749

　

３．新株予約権の四半期連結会計期間末残高

　　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

　　該当事項はありません。

(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

　　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

　
ＬＳＩ開発
事業
(千円)

システム開発
事業
(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 258,656148,669407,325 ― 407,325

　(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高

― 2,820 2,820 (2,820) ―

計 258,656151,489410,145(2,820)407,325

営業利益又は営業損失(△) △63,946△30,720△94,666 450 △94,216

(注) １　事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２　各事業区分の主な内容

(1)ＬＳＩ開発事業・・・・・ＬＳＩ開発工程における受託開発

(2)システム開発事業・・・・ＬＳＩ開発工程の関連システム開発、プリンティング関連等のソフトウェア開発

　【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、90％を超えるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

　

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年６月30日)

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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【セグメント情報】

１. 報告セグメントの概要

　当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

　当社は、ＬＳＩのテスト開発業務を中心に成長を続けてまいりましたが、そのテスト開発業務から派生した

システム開発の要求が強まり、2009年４月に株式会社ソアーシステムを買収し、組込系のシステム開発の強化

を図っております。

　したがって、当社は「テストソリューション事業」と「組込ソリューション事業」から構成されており、こ

の二つを報告セグメントとしております。

「テストソリューション事業」は、ＬＳＩの回路設計・レイアウト設計・テスト開発の受託開発とテスト開

発業務から派生したＬＳＩ等の専用試験装置、システム評価ボード等のテストソリューション製品の提案・

開発販売を行っております。「組込ソリューション事業」は、制御系・業務系製品の組込システム製品の提案

・開発販売を行っております。

　

２. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）

（単位：千円）

　

報告セグメント
調整額
(注1)

四半期連結損益
計算書計上額
(注2)

テストソ
リューション
事業

組込ソリュー
ション事業

計

売上高 　 　 　 　 　

　外部顧客への売上高 396,562 31,579 428,141 ― 428,141

　セグメント間の内部売上高又は
　振替高

― 10,042 10,042 △10,042 ―

計 396,562 41,621 438,184△10,042428,141

セグメント損失(△) △62,050 △11,879△73,930 △321 △74,251

(注）１．セグメント損失の調整額△321千円は、セグメント間取引消去450千円、棚卸資産等の調整額

　　　　 △771千円であります。

　　 ２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

　

３. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　　該当事項はありません。

　

（追加情報）

　当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平成

21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号

 平成20年３月21日)を適用しております。
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(金融商品関係)

金融商品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。

　

(有価証券関係)

該当事項はありません。

　

(デリバティブ取引関係)

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。

　

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

　
該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

該当事項はありません。

　

(賃貸等不動産関係)

　
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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 5,190円86銭
　

　 　

　 5,371円71銭
　

(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
連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,491,199 1,543,154

普通株式に係る純資産額(千円) 1,491,199 1,543,154

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) 16,749 16,749

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) 287,274 287,274

　

２．１株当たり四半期純損失金額等

第１四半期連結累計期間

前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額 △90.83円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

１株当たり四半期純損失金額 △180.85円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―
　

(注)１　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であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) △26,094 △51,954

普通株式に係る四半期純損失(千円) △26,094 △51,954

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(株) 287,274 287,274

　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

(リース取引関係)

該当事項はありません。
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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８月１１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　　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１四半期連結

会計期間（平成２１年４月１日から平成２１年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２１年

４月１日から平成２１年６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、株式会社シスウェーブ及び連結子会社の平成

２１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１四半期連結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　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成２２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　　鈴　木　　　　聡　　㊞

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　入　江　　秀　雄　　㊞

　

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２２年４月１日から平成２３年３月３１日までの連結会計年度の第１四半期連結

会計期間（平成２２年４月１日から平成２２年６月３０日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成２２年

４月１日から平成２２年６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、株式会社シスウェーブ及び連結子会社の平成

２２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１四半期連結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　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。
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