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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】

　

回次
第41期
第１四半期
連結累計期間

第42期
第１四半期
連結累計期間

第41期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 428,141 325,551 1,736,758

経常損失（△） (千円) △48,607 △82,210 △68,017

四半期(当期)純損失（△） (千円) △51,954 △85,682 △153,612

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △51,954 △85,682 △153,612

純資産額 (千円) 1,491,199 1,303,859 1,389,542

総資産額 (千円) 1,705,946 1,495,607 1,500,485

１株当たり四半期(当期)
純損失金額（△）

(円) △180.85 △298.26 △534.72

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 (％) 87.4 87.2 92.6

(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、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。

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）純損失であり、ま

た潜在株式が存在しないため記載しておりません。

４．第41期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、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。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、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。

　

２ 【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。

　
３ 【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)業績の状況

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、不安定な中東情勢並びに欧州財政危機による円高基

調、資源及び原材料価格の高騰等による企業業績の悪化が懸念される状況であります。また、東日本大震災

により被害を受けた生産拠点及び物流機能の復興や福島第一原子力発電所の事故による電力供給不足問題

等が長期化し、政治の混迷がこれに拍車をかけ、先行き不透明な状況の中で推移いたしました。

半導体業界におきましては、大震災及び原発事故の影響による不安定な材料調達や電力供給不足への対

応に迫られる等、引き続き厳しい経営環境が続いており、一層の経営の効率化・合理化が求められる状況と

なっております。

このような環境の下、主要取引先の震災影響による生産設備の一部損傷や材料の供給不足等により受託

開発業務の減少となり、当企業集団を挙げて新規顧客への営業活動を積極的に行うと共に自社製品の開発

にも取り組んで参りました。しかし、震災環境下の競争激化により当期間内の売上高の減少を補いきれず原

価率の悪化となりました。以上の結果、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、３億25百万円（前年同

期比24.0％減）、営業損失86百万円（前年同期：営業損失74百万円）、経常損失82百万円（前年同期：経常

損失48百万円）、四半期純損失85百万円（前年同期：四半期純損失51百万円）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２億95百万円（前年同期比25.5％減）、

セグメント損失72百万円（前年同期：セグメント損失62百万円）、組込ソリューション事業の売上高は36

百万円（前年同期比13.5％減）、セグメント損失14百万円（前年同期：セグメント損失11百万円）となり

ました。

　

(２)財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末の総資産は14億95百万円となり、前連結会計年度末に比べ４百万円減少い

たしました。流動資産は11億25百万円となり２百万円減少いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金

の増加３百万円、仕掛品の増加14百万円となったものの、現金及び預金が19百万円減少したことによるもの

であります。固定資産は３億70百万円となり２百万円減少いたしました。そのうち、有形固定資産は１億52

百万円、無形固定資産は１億46百万円となりそれぞれ微増で大きな変動はありませんでした。投資その他の

資産は71百万円となり事務所敷金が５百万円減少いたしました。

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

四半期報告書

 4/17



　

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は１億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ80百万円増加

いたしました。流動負債は１億73百万円となり85百万円の増加となりました。主な要因は、買掛金の８百万

円の減少、未払消費税等の５百万円の減少があったものの、銀行から短期借入金の50百万円の増加、受注損

失引当金の27百万円の増加、未払金の22百万円の増加したこと等によるものであります。固定負債は18百万

円となり4百万円減少いたしました。主な要因は、長期未払金４百万円の減少等によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は13億３百万円となり前連結会計年度末に比べ85百万円減少

いたしました。これは、四半期純損失85百万円の計上によるものであります。この結果、自己資本比率は、前

連結会計年度末の92.6％から87.2％となりました。
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第３ 【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23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年８月10日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 304,023 304,023
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 ― ―

　

(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23年４月１日～
平成23年６月30日

― 304,023 ― 389,776 ― 339,662

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、該当事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成23年６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 16,740

完全議決権株式(その他) 普通株式 287,240 28,724 ─

単元未満株式 普通株式 43 ─ ―

発行済株式総数 304,023 ─ ─

総株主の議決権 ─ 28,724 ─

(注)  当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」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23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。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23年６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 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【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)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、第１四半期連結会計期間(平成23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 456,481 437,377

受取手形及び売掛金 574,260 578,066

製品 1,008 282

仕掛品 45,000 59,467

原材料 1,364 1,272

その他 49,311 48,602

流動資産合計 1,127,427 1,125,069

固定資産

有形固定資産 150,288 152,099

無形固定資産

のれん 81,513 74,720

その他 64,306 71,888

無形固定資産合計 145,819 146,609

投資その他の資産 76,949 71,829

固定資産合計 373,057 370,538

資産合計 1,500,485 1,495,607

負債の部

流動負債

買掛金 19,624 10,643

短期借入金 － 50,000

未払法人税等 5,128 1,734

受注損失引当金 3,407 31,271

資産除去債務 2,033 4,357

その他 57,577 75,531

流動負債合計 87,770 173,539

固定負債

長期未払金 11,500 7,300

資産除去債務 10,300 9,406

その他 1,372 1,502

固定負債合計 23,172 18,208

負債合計 110,943 191,747

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 743,084 657,402

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,389,542 1,303,859

純資産合計 1,389,542 1,303,859

負債純資産合計 1,500,485 1,495,607
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(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 428,141 325,551

売上原価 318,665 277,797

売上総利益 109,476 47,754

販売費及び一般管理費 183,728 134,090

営業損失（△） △74,251 △86,336

営業外収益

受取利息 0 －

助成金収入 20,620 4,004

その他 5,403 216

営業外収益合計 26,024 4,221

営業外費用

支払利息 198 95

雑損失 181 －

営業外費用合計 380 95

経常損失（△） △48,607 △82,210

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 － 7

賃貸借契約解約損 － 3,242

特別損失合計 6,199 3,250

税金等調整前四半期純損失（△） △54,807 △85,461

法人税、住民税及び事業税 219 △256

法人税等調整額 △3,071 477

法人税等合計 △2,852 220

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △51,954 △85,682

四半期純損失（△） △51,954 △85,682
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【四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △51,954 △85,682

四半期包括利益 △51,954 △85,682

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △51,954 △85,682
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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。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

【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】

該当事項はありません。

　

【財政状態、経営成績又はキャッシュ・フローの状況に関する事項で、当該企業集団の財政状態、経営成績

及びキャッシュ・フローの状況の判断に影響を与えると認められる重要なもの】

該当事項はありません。

　

【追加情報】

　
当第１四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号  平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結損益計算書関係)

該当事項はありません。

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、

第１四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれ

んの償却額は、次のとおりであります。

　

　
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

減価償却費 27,648千円 22,329千円

のれんの償却額 8,494千円 6,792千円
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(株主資本等関係)

前第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．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

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。

　

当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．配当金支払額

該当事項はありません。

　

２．基準日が当第１四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１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

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)

【セグメント情報】

Ⅰ　前第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．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

（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、棚卸資産及び固定資産の調整額△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。

　
２．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。

　
Ⅱ　当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日)

１．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

（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 295,503 30,048 325,551 ― 325,551

　セグメント間の内部売上高又は
　振替高

― 5,974 5,974 △5,974 ―

計 295,503 36,022 331,525 △5,974 325,551

セグメント損失(△) △72,694 △14,385△87,080 744 △86,336

(注）１．セグメント損失の調整額744千円は、セグメント間取引消去450千円、棚卸資産及び固定資産の調整額294千円

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。

　
２．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。
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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。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。

　

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並は、以下のとおりであります。

　

項目
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日)

１株当たり四半期純損失金額 △180円85銭 △298円26銭

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純損失金額(千円) △51,954 △85,682

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額(千円) △51,954 △85,682

普通株式の期中平均株式数(株) 287,274 287,274

(注)　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。

　
(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23年８月10日

株式会社シスウェーブ

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    飯  畑    史　朗    印

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士    入　江    秀　雄    印

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式
会社シスウェーブの平成23年４月１日から平成24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23年４月１日から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23
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、四半
期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、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
四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用する
ことが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。
四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手
続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論
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
23年６月30日現在の財政状態及び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。
　
利害関係
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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