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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３四半期
連結累計期間

第42期
第３四半期
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12月31日

自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 1,300,045 1,116,646 1,736,758

経常損失（△） (千円) △100,539 △83,893 △68,017

四半期(当期)純損失（△） (千円) △155,870 △93,811 △153,612

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △155,870 △93,811 △153,612

純資産額 (千円) 1,387,283 1,295,730 1,389,542

総資産額 (千円) 1,599,909 1,474,170 1,500,485

１株当たり四半期(当期)
純損失金額（△）

(円) △542.58 △326.56 △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 (％) 86.7 87.9 92.6

　

回次
第41期
第３四半期
連結会計期間

第42期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自  平成22年10月１日
至  平成22年12月31日

自  平成23年10月１日
至  平成23年12月31日

１株当たり四半期純損失金額（△） (円) △205.16 △119.13

(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３四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３四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３四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。

　

２ 【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。　

　

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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による経済活動の停滞からの

復興は進みつつあるものの、欧州債務問題の深刻化や円高などの影響により、消費を取り巻く環境は依然と

して厳しく、国内経済の先行きは不透明な状況で推移しました。

　当社グループ関連業界におきましては、国内外の経済混乱と長引く不透明感から、一部の企業を除き、相変

わらず設備投資や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であります。

　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し、新規顧客の開拓及び国内

外の市場調査と併せて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、継続して業務の効率化や

仕入先の見直し等、原価低減に注力して参りました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は11億16百万円（前年同期比14.1％減）、営業損失88

百万円（前年同期：営業損失１億27百万円）、経常損失83百万円（前年同期：経常損失１億円）、四半期純

損失は93百万円（前年同期：四半期純損失１億55百万円）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９億73百万円（前年同期比13.8％減）、セ

グメント損失は83百万円（前年同期：セグメント損失１億13百万円）、組込ソリューション事業の売上高

は１億62百万円（前年同期比18.3％減）、セグメント損失は７百万円（前年同期：セグメント損失14百万

円）となりました。

　
(２)財政状態の分析

  当第３四半期連結会計期間末の総資産額は14億74百万円となり、前連結会計年度末に比べて26百万円減

少いたしました。流動資産は11億48百万円となり、前連結会計年度末に比べて20百万円増加いたしました。

主な要因は、現金及び預金の減少17百万円、受取手形及び売掛金の増加44百万円等によるものであります。

固定資産は３億25百万円となり、前連結会計年度末に比べて47百万円減少いたしました。主な要因は、有形

固定資産の建設仮勘定の減少23百万円、無形資産の取得による増加41百万円、無形固定資産の減価償却によ

る減少30百万円、のれんの償却による減少20百万円、投資その他の資産の子会社の移転による減少16百万円

等によるものであります。

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は１億78百万円となり、前連結会計年度末に比べて67百万円増加

いたしました。流動負債は１億60百万円となり、前連結会計年度末に比べて72百万円増加いたしました。主

な要因は、短期借入金の増加50百万円、未払金の増加13百万円、買掛金の増加10百万円等によるものであり

ます。また、固定負債は18百万円となり、前連結会計年度末に比べて４百万円減少いたしました。主な要因

は、長期未払金の減少４百万円等によるものであります。
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　当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は12億95百万円となり、前連結会計年度末に比べて93百万円減

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、92.6％から

87.9％となりました。

　
(3) 研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は３百万円であります。
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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３四半期会計期間末
現在発行数(株)
(平成23年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成24年２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10月１日～
平成23年12月31日

― 304,023 ― 389,776 ― 339,662

　

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

　 　 　 平成23年12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 287,240 28,724 同上

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) １　「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　当第３四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９月30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12月31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３四半期連結会計期間(平成23年10月１日

から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 456,481 439,038

受取手形及び売掛金 574,260 618,673

製品 1,008 282

仕掛品 45,000 48,708

原材料 1,364 1,595

その他 49,311 40,002

流動資産合計 1,127,427 1,148,300

固定資産

有形固定資産 150,288 127,589

無形固定資産

のれん 81,513 61,135

その他 64,306 76,254

無形固定資産合計 145,819 137,389

投資その他の資産 76,949 60,891

固定資産合計 373,057 325,870

資産合計 1,500,485 1,474,170

負債の部

流動負債

買掛金 19,624 29,702

短期借入金 － 50,000

未払法人税等 5,128 3,775

受注損失引当金 3,407 5,477

資産除去債務 2,033 －

その他 57,577 71,268

流動負債合計 87,770 160,224

固定負債

長期未払金 11,500 7,300

資産除去債務 10,300 9,498

その他 1,372 1,417

固定負債合計 23,172 18,215

負債合計 110,943 178,439

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 743,084 649,273

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,389,542 1,295,730

純資産合計 1,389,542 1,295,730

負債純資産合計 1,500,485 1,474,170
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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22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

売上高 1,300,045 1,116,646

売上原価 959,137 817,521

売上総利益 340,908 299,124

販売費及び一般管理費 468,547 387,396

営業損失（△） △127,639 △88,271

営業外収益

受取利息 79 47

受取保険料 321 －

助成金収入 21,031 4,004

その他 6,650 728

営業外収益合計 28,083 4,780

営業外費用

支払利息 801 402

雑損失 181 －

営業外費用合計 983 402

経常損失（△） △100,539 △83,893

特別損失

特別退職金 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 3,252 －

固定資産除却損 968 93

瑕疵担保責任履行損失 － 3,106

賃貸借契約解約損 － 3,242

特別損失合計 31,378 6,443

税金等調整前四半期純損失（△） △131,917 △90,336

法人税、住民税及び事業税 610 2,412

法人税等調整額 23,342 1,062

法人税等合計 23,952 3,474

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △155,870 △93,811

四半期純損失（△） △155,870 △93,811
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【四半期連結包括利益計算書】
【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22年４月１日
　至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
　至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △155,870 △93,811

四半期包括利益 △155,870 △93,811

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △155,870 △93,811
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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。

　

【追加情報】

　
当第３四半期連結累計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

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３四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３四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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

減価償却費 85,424千円 74,321千円

のれんの償却額 25,483千円 20,378千円

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

四半期報告書

12/18



　

(株主資本等関係)

前第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．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。

　

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３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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。

　

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．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 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。

　

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

「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。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31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 971,834 144,8111,116,646 ― 1,116,646

　セグメント間の内部売上高又は
　振替高

1,171 17,949 19,120△19,120 ―

計 973,006 162,7601,135,766△19,1201,116,646

セグメント損失(△) △83,918 △7,241 △91,160 2,888 △88,271

(注）１．セグメント損失の調整額2,888千円は、セグメント間取引消去1,350千円、棚卸資産等の調整額1,538千円であ

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は、以下のとおりであります。

　

項目
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
至  平成23年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額 △542円58銭 △326円56銭

 (算定上の基礎) 　 　

四半期純損失金額(千円) △155,870 △93,811

普通株主に帰属しない金額 ― ―

普通株式に係る四半期純損失金額(千円) △155,870 △93,811

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。
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(重要な後発事象)

当第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12月31日)

当社は、経営の効率化を図るとともに、迅速な意思決定を可能にするグループ運営体制を構築すること

が望ましいと判断し、平成24年１月16日開催の取締役会において、平成24年４月１日（予定）を効力発生

日として、会社分割の方式により持株会社体制に移行することを決議いたしました。　

かかる持株会社体制への移行は、平成24年３月下旬開催予定の臨時株主総会で承認が得られることを

条件として実施いたします。　

なお、持株会社移行後も当社は引き続き上場会社として維持するとともに、この体制を活かして機動的

な経営を進めてまいる所存です。

　
１．会社分割する事業内容及び会社分割の形態

事業内容　　　　　当社のエレクトロニクス関連の受託開発とプラットフォーム製品の開発販売を目的と

したテストソリューション事業

会社分割の形態　　分社型吸収分割　

　

２．会社分割に係る承継会社（分割準備会社）の概要（平成24年２月１日設立）

商号　　　　　株式会社　シスウェーブ分割準備会社

本店所在地　　神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番地

代表者の氏名　代表取締役社長　吉野　哲夫

資本金　　　　９百万円

　

３．当社が分割する資産・負債の項目及び金額

未定であります。

　

４．会社分割の日程（予定）

分割契約承認取締役会　平成24年２月中旬

臨時株主総会　　　　　平成24年３月下旬

分割会社の効力発生日　平成24年４月１日

　

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24年２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３四半期連結会計期間
(平成23年10月１日から平成23年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23
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、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12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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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