
　
【表紙】 　

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成23年２月８日

【四半期会計期間】 第41期第３四半期(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31日)

【会社名】 株式会社シスウェーブ

【英訳名】 Syswave Corp.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　吉野　哲夫

【本店の所在の場所】 神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番地

【電話番号】 044-738-2470

【事務連絡者氏名】 取締役情報開示担当　須々木　信行

【最寄りの連絡場所】 神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番地

【電話番号】 044-738-2470

【事務連絡者氏名】 取締役情報開示担当　須々木　信行

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所

　 (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

四半期報告書

 1/28



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３
四半期　　連結累
計期間

第41期
第３四半期　　連
結累計期間

第40期
第３四半期　　連
結会計期間

第41期
第３四半期　　連
結会計期間

第40期

会計期間

自  平成21年
４月１日

至  平成21年
12月31日

自  平成22年
４月１日

至  平成22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22年
10月１日

至  平成22年
12月31日

自  平成21年
４月１日

至  平成22年
３月31日

売上高 (千円) 1,265,8151,300,045375,362 372,0221,702,047

経常損失（△） (千円) △152,484△100,539△86,702 △48,555△219,873

四半期(当期)純損失（△）(千円) △204,654△155,870△144,962△58,938△296,246

純資産額 (千円) ― ― 1,634,7451,387,2831,543,154

総資産額 (千円) ― ― 1,772,8481,599,9091,659,361

１株当たり純資産額 (円) ― ― 5,690.544,829.135,371.71

１株当たり四半期
(当期)純損失金額（△）

(円) △712.40 △542.58 △504.61 △205.16△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 (％) ― ― 92.2 86.7 93.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △669,997△16,334 ― ― △742,431

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 116,413 22,936 ― ― 78,959

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 27,342 99,639 ― ― △22,755

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 546,002 492,258 386,016

従業員数 (名) ― ― 259 218 253

(注) １．第40期第３四半期連結累計(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３四半期連結累計(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３四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。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

　 平成22年12月31日現在

従業員数(名) 218

(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12月31日現在

従業員数(名) 154

(注)　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。
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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３四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 325,032 297,598

組込ソリューション事業 77,477 54,671

合計 402,509 352,269

(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３四半期連結会

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３四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 324,012

組込ソリューション事業 48,009

合計 372,022

(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３四半期連結会計期間 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）

（自　平成22年10月１日
　　至　平成22年12月31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 213,934 57.0 210,608 56.6

　　　　　(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。

　
２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間における、当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３四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。
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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３四半期連結会計期間（平成22年10月１日～平成22年12月31日）におけるわが国経済は、政府の経

済施策による個人消費の喚起や新興国の高成長に支えられた輸出拡大等を背景として一部には景気回復の

兆しがみられたものの、急激な円高の進行や雇用環境の不透明な状態が続いており、依然として予断を許さ

ない経営環境で推移しております。

　当社グループ関連業界におきましては、一部の企業を除き、設備投資や研究開発投資の抑制及び業務の内

製化等、慎重な対応を継続する状況となっております。

　このような経営環境のもと、当社グループは、既存顧客のニーズに迅速に対応するとともに、新規顧客の開

拓や自社製品の開発にも積極的に取り組んで参りました。また、継続して業務内容や仕入先の見直しに取り

組むとともに効率的な諸経費使用に注力して参りました。

　その結果、当第３四半期連結会計期間の連結売上高は３億72百万円（前年同四半期比0.9%減）、営業損失

48百万円（前年同四半期は営業損失１億９百万円）、経常損失48百万円（前年同四半期は経常損失86百万

円）となりました。また、特別退職金等の特別損失９百万円の計上により、四半期純損失は58百万円（前年

同四半期は四半期純損失１億44百万円）となりました。

 

  セグメントの状況は、次の通りであります。

 

〔テストソリューション事業〕

　当第３四半期連結会計期間の売上高は３億24百万円となりました。これは、前述の通り主要取引先の開発

投資抑制や内製化により、第２四半期より83百万円の受託開発業務の減少となりました。その結果、セグメ

ント損失は36百万円となりました。

 

〔組込ソリューション事業〕

　当第３四半期連結会計期間の売上高は53百万円となりました。これは、主要取引先の開発投資の繰延べに

より第２四半期より50百万円の受託開発業務の減少となりました。その結果、のれん償却８百万円の負担も

加わりセグメント損失は12百万円となりました。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の資産総額は15億99百万円となり、前連結会計年度末に比べて59百万円減

少いたしました。流動資産は11億99百万円となり、前連結会計年度末に比べて29百万円増加いたしました。

主な要因は、現金及び預金の増加１億６百万円、受取手形及び売掛金の増加42百万円等と、仕掛品の減少11

百万円、その他に含まれる繰延税金資産の減少20百万円及び未収入金の減少49百万円等によるものであり

ます。固定資産は４億円となり前連結会計年度末に比べて89百万円の減少となりました。主な要因は、有形

固定資産、無形固定資産の減価償却及びのれんの償却によるものであります。投資その他の資産においては

大きな変動はありませんでした。
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（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は２億12百万円となり、前連結会計年度末に比べて96百万円増

加いたしました。流動負債は１億88百万円となり前連結会計年度末に比べて83百万円増加いたしました。主

な要因は、その他に含まれる未払金の減少19百万円等があったものの、短期借入金の増加１億円があったこ

とによるものであります。固定負債は24百万円となり、前連結会計年度末に比べ13百万円増加いたしまし

た。主な要因は、資産除去債務の増加11百万円等によるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は13億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億55百万

円減少いたしましたが、これは利益剰余金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は、93.0%

から86.7%となりました。

　

(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の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、４億92百万円となり、

第２四半期連結会計期間末に比べ14百万円減少いたしました。

　当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とその主な要因は次の通りであります。

（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、減少した資金は14百万円となりました（前年同期

は55百万円の減少）。これは主に、減価償却費29百万円、売上債権の減少23百万円の増加要因があったもの

の、税金等調整前四半期純損失58百万円、仕入債務の減少11百万円の減少要因があったことによるものであ

ります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動による資金の大きな増減はありませんでした。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動による資金の大きな増減はありませんでした。

　

(4) 事業上及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

該当事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四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 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22年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成23年２月８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
ＪＡＳＤＡＱ　　　　
(スタンダード)

単元株式数　10株

計 304,023 304,023 ― ―

(注)  大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）は、平成22年10月12日付で同取引所ヘラクレス市場及びＮＥＯ市場ととも

に、新たに開設された同取引所ＪＡＳＤＡＱに統合されており、同日以降の上場金融商品取引所は大阪証券取引

所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）であります。

　

(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10月１日～
平成22年12月31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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(7) 【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22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 16,740

完全議決権株式(その他) 普通株式 287,250 28,725 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 ─ 28,725 ─

(注)  「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式９株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

平成22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

16,740 ─ 16,740 5.51

計 ― 16,740 ─ 16,740 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

　
７月

　
８月

　
９月

　
10月

　
11月

　
12月

最高(円) 3,0002,8502,9002,8502,7002,195 1,970 1,810 1,900

最低(円) 2,2522,3102,3602,6111,9001,775 1,460 1,574 1,655

(注)　最高・最低株価は、平成22年10月11日以前は大阪証券取引所（ＪＡＳＤＡＱ市場）におけるものであり、平成22年

10月12日以降は大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）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21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び前第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22年10月１日から平成22年12月31日まで)及び当第３四半期連結累計期間

(平成22年４月１日から平成22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21年10月１

日から平成21年12月31日まで)及び前第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並びに当第３四半期連結会計期間(平成22年10月１日から平成22年12月31日

まで)及び当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日から平成22年12月31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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 492,258 386,016

受取手形及び売掛金 605,879 563,675

製品 282 －

仕掛品 ※２
 50,579

※２
 61,800

原材料及び貯蔵品 1,533 392

その他 48,984 158,012

流動資産合計 1,199,518 1,169,898

固定資産

有形固定資産 ※１
 147,445

※１
 189,565

無形固定資産

のれん 110,429 135,912

その他 68,162 86,930

無形固定資産合計 178,592 222,842

投資その他の資産 74,353 77,055

固定資産合計 400,390 489,463

資産合計 1,599,909 1,659,361

負債の部

流動負債

買掛金 4,501 15,080

短期借入金 100,000 －

未払法人税等 2,432 3,058

受注損失引当金 ※２
 7,520

※２
 1,615

その他 73,604 84,953

流動負債合計 188,059 104,707

固定負債

長期未払金 11,500 11,500

資産除去債務 11,259 －

その他 1,806 －

固定負債合計 24,565 11,500

負債合計 212,625 116,207

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 740,826 896,696

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,387,283 1,543,154

純資産合計 1,387,283 1,543,154

負債純資産合計 1,599,909 1,659,361
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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21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 1,265,815 1,300,045

売上原価 879,002 959,137

売上総利益 386,812 340,908

販売費及び一般管理費 ※１
 582,536

※１
 468,547

営業損失（△） △195,723 △127,639

営業外収益

受取利息 1,116 79

受取保険料 14,850 321

助成金収入 20,358 21,031

その他 7,709 6,650

営業外収益合計 44,035 28,083

営業外費用

支払利息 665 801

雑損失 130 181

営業外費用合計 796 983

経常損失（△） △152,484 △100,539

特別利益

固定資産売却益 ※２
 8,571 －

特別利益合計 8,571 －

特別損失

特別退職金 ※３
 15,364

※３
 20,957

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,199

減損損失 － ※４
 3,252

固定資産除却損 109 968

特別損失合計 15,474 31,378

税金等調整前四半期純損失（△） △159,387 △131,917

法人税、住民税及び事業税 758 610

法人税等調整額 44,508 23,342

法人税等合計 45,267 23,952

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △155,870

四半期純損失（△） △204,654 △155,870
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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21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
　至 平成22年12月31日)

売上高 375,362 372,022

売上原価 287,777 278,154

売上総利益 87,584 93,867

販売費及び一般管理費 ※１
 196,623

※１
 142,746

営業損失（△） △109,038 △48,879

営業外収益

受取利息 581 0

受取保険料 － －

助成金収入 17,444 －

その他 4,989 628

営業外収益合計 23,015 628

営業外費用

支払利息 647 304

雑損失 31 －

営業外費用合計 678 304

経常損失（△） △86,702 △48,555

特別損失

特別退職金 ※２
 15,364

※２
 6,597

減損損失 － ※３
 3,252

固定資産除却損 10 －

特別損失合計 15,374 9,849

税金等調整前四半期純損失（△） △102,076 △58,404

法人税、住民税及び事業税 1,000 195

法人税等調整額 41,884 338

法人税等合計 42,885 533

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △58,938

四半期純損失（△） △144,962 △58,938
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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21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
　至 平成22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（△） △159,387 △131,917

減価償却費 92,668 85,424

減損損失 － 3,252

のれん償却額 25,483 25,483

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 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 4,442 5,905

受取利息 △666 △79

支払利息 － 801

固定資産売却損益（△は益） △8,571 －

固定資産除却損 109 968

売上債権の増減額（△は増加） △10,726 △42,204

たな卸資産の増減額（△は増加） 918 9,797

仕入債務の増減額（△は減少） △2,247 △10,578

未払金の増減額（△は減少） △303,170 △19,447

その他 △102,829 51,516

小計 △583,191 △14,877

利息及び配当金の受取額 4,364 63

利息の支払額 － △801

法人税等の支払額 △91,170 △718

営業活動によるキャッシュ・フロー △669,997 △16,334

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 △26,521 △13,908

有形固定資産の売却による収入 8,571 16,800

無形固定資産の取得による支出 △1,508 △9,749

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 38,410 29,795

投資活動によるキャッシュ・フロー 116,413 22,936

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 50,000 100,000

配当金の支払額 △22,657 △360

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,342 99,639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △526,242 106,241

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 ※
 546,002

※
 492,258
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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３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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

　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

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、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失は、そ

れぞれ582千円増加、税金等調整前四半期純損失は、6,781千円増加し

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11,259千円であります。

 

　

【表示方法の変更】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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３四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。

　

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日  至  平成22年12月31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３四半期連結会計期間では、「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。

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

四半期報告書

15/28



　

【簡便な会計処理】

項目
当第３四半期連結累計期間

(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31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３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

該当事項はありません。

　

【追加情報】

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日  至  平成22年12月31日)

該当事項はありません。

【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22年12月31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　　361,392千円
 

※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
7,520千円であります。

※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。
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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21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31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 59,544千円

給与手当及び賞与 244,810千円

法定福利費 39,195千円

減価償却費 38,570千円

地代家賃 28,505千円

販売促進費 29,331千円

支払手数料 44,390千円

のれん償却費 25,483千円

　
　

役員報酬 62,917千円

給与手当及び賞与 104,481千円

賞与引当金繰入額 2,469千円

法定福利費 16,809千円

減価償却費 40,346千円

地代家賃 11,028千円

販売促進費 74,636千円

支払手数料 40,020千円

のれん償却費 25,483千円

　
※２　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

工具器具及び備品 8,571千円

 

※２　          ───────────

 

　
　

　
※３　特別退職金

      希望退職者募集に伴う特別加算退職金15,364千

円を計上しております。

※３　特別退職金

      希望退職者募集に伴う特別加算退職金20,957千

円を計上しております。

 
※４　減損損失

　　　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。

用途 種類 場所

事業用資産 工具器具及び備品等 川崎市

　　　当社は、原則として製造設備については事業所別に

資産のグルーピングを行なっております。但し、テ

スター、プローバーの製造設備については、その対

象となる顧客が限定されており、その顧客の需要動

向に応じて稼動時間と稼動から得られる収益が決

まるため、設備毎に収益管理を行なっております。

　　　予想しえない市況の変化に伴い、稼働時間の著しい

減少が見込まれるテスター、プローバー等につい

て、帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（3,252千円）といて特別損失に計上

しております。

　　　減損損失の内訳は、工具器具及び備品2,040千円、建

物附属設備1,211千円であります。

　　　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュフローを4.2％

で割り引いて算定しております。
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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21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

　

※１　販売費及び一般管理費のうち主なもの

役員報酬 19,668千円

給与手当及び賞与 77,160千円

法定福利費 12,433千円

減価償却費 14,370千円

地代家賃 8,152千円

販売促進費 11,735千円

支払手数料 16,462千円

のれん償却費 8,494千円

 

※２　特別退職金

      希望退職者募集に伴う特別加算退職金15,364千円

を計上しております。

※１　販売費及び一般管理費のうち主なもの

役員報酬 21,540千円

給与手当及び賞与 37,149千円

法定福利費 5,895千円

減価償却費 14,283千円

地代家賃 3,934千円

販売促進費 23,224千円

支払手数料 10,075千円

のれん償却費 8,494千円

 

※２　特別退職金

      希望退職者募集に伴う特別加算退職金6,597千円

を計上しております。

 
※３　減損損失

　　　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。

用途 種類 場所

事業用資産 工具器具及び備品等 川崎市

　　　当社は、原則として製造設備については事業所別に

資産のグルーピングを行なっております。但し、テ

スター、プローバーの製造設備については、その対

象となる顧客が限定されており、その顧客の需要

動向に応じて稼動時間と稼動から得られる収益が

決まるため、設備毎に収益管理を行なっておりま

す。

　　　予想しえない市況の変化に伴い、稼働時間の著しい

減少が見込まれるテスター、プローバー等につい

て、帳簿価格を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（3,252千円）といて特別損失に計

上しております。

　　　減損損失の内訳は、工具器具及び備品2,040千円、建

物附属設備1,211千円であります。

　　　なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュフローを4.2％

で割り引いて算定しております。
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(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21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

※  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

(平成21年12月31日現在)

現金及び預金 245,291千円

有価証券（ＭＭＦ） 300,710千円

現金及び現金同等物 546,002千円

※ 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

(平成22年12月31日現在)

現金及び預金 492,258千円

現金及び現金同等物 492,258千円

　

(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成22年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成22年４月１

日  至  平成22年12月31日)

１．発行済株式の種類及び総数

株式の種類
当第３四半期
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３四半期
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) 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

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)

　
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 218,043157,318375,362 ― 375,362

　(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高

― 1,050 1,050 △1,050 ―

計 218,043158,368376,412△1,050 375,362

営業損失(△) △90,837△21,462△112,300 3,262△109,038

(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

３　子会社化したソアーシステムは、システム開発事業に属しております。

　

前第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)

　
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 813,026452,7891,265,815 ― 1,265,815

　(2) セグメント間の内部売上高又
は振替高

― 1,050 1,050 △1,050 ―

計 813,026453,8391,266,865△1,0501,265,815

営業損失(△) △172,709△26,443△199,153 3,430△195,723

(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

３　子会社化したソアーシステムは、システム開発事業に属しております。

　

　【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21年10月１日  至  平成21年12月31日)及び前第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)

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)及び前第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)

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

・開発販売を行なっております。

　
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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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 1,128,142171,9031,300,045 ― 1,300,045

　セグメント間の内部売上高又は
　振替高

― 27,194 27,194 △27,194 ―

計 1,128,142199,0971,327,239△27,1941,300,045

セグメント損失(△) △113,590△14,907△128,497 858 △127,639

(注）１．セグメント損失(△)の調整額858千円は、セグメント間取引消去1,350千円、棚卸資産等の調整額△491千円で

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。
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当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31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 324,012 48,009 372,022 ― 372,022

　セグメント間の内部売上高又は
　振替高

― 5,672 5,672 △5,672 ―

計 324,012 53,682 377,694△5,672 372,022

セグメメント損失(△) △36,809 △12,636△49,445 566 △48,879

(注）１．セグメント損失（△）の調整額566千円は、セグメント間取引消去450千円、棚卸資産等の調整額116千円であ

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

　当第３四半期連結会計期間（自　平成22年10月1日　至　平成22年12月31日）

「テストソリューション事業」セグメントにおいて、現在の事業環境及び今後の見通しを勘案し、固定資

産の回収可能性を検討した結果3,252千円の減損損失を計上しております。

　なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半期連結会計期間においては3,252千円であります。

（追加情報）

　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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31日)

前連結会計年度末
(平成22年３月31日)

　 　

　 4,829円13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３四半期
連結会計期間末
(平成22年12月31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) 1,387,283 1,543,154

普通株式に係る純資産額(千円) 1,387,283 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21年４月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △712.40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 △542.58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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22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) △204,654 △155,870

普通株式に係る四半期純損失(千円) △204,654 △155,870

普通株式の期中平均株式数(株) 287,274 287,274
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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21年10月１日
至  平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △504.61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 △205.16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)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年10月１日
至  平成22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) △144,962 △58,938

普通株式に係る四半期純損失(千円) △144,962 △58,938

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。

　

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22年２月９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２

１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、株式会社シスウェーブ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

　
 

※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23年２月８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３四半期連結会計期間

（平成22年10月１日から平成22年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成

22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、株式会社シスウェーブ及び連結子会社の平成

22年12月31日現在の財政状態並びに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

　
 

※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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