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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 528 ― △26 ― △25 ― △14 ―

20年3月期第1四半期 491 ― 15 ― 16 ― 8 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △47.92 ―

20年3月期第1四半期 26.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第1四半期 2,004 1,826 91.1 6,169.05
20年3月期 2,131 1,867 87.6 6,288.27

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,826百万円 20年3月期  1,867百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 80.00 80.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 80.00 80.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期累計期間 1,140 5.0 20 △67.4 20 △68.7 10 △70.9 35.66
通期 2,400 5.8 120 6.4 120 2.2 64 25.8 214.01

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

[(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４. その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  304,023株 20年3月期  304,023株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  7,950株 20年3月期  7,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  296,453株 20年3月期第1四半期  304,018株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・ 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
・ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なることがあります。  
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【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

当第１四半期会計期間（平成20年４月１日～６月30日）におけるわが国の経済は、米国経済の失速に加え、

原油高や円高が企業収益を圧迫し、国内景気を牽引してきた設備投資の先行きに不透明感が出てきておりま

す。個人消費の面では、デジタル家電など一部に好調な動きが見られたものの、住宅や乗用車需要は伸び悩

んでおります。

このような環境下で、当社の当第１四半期会計期間の売上高は５億28百万円（前年同期比7.4%増）、営業損

失は26百万円、経常損失は25百万円となりました。これは、前事業年度から取り組んだ営業機能の強化によ

り受注が増加した一方で、前事業年度のＬＳＩテスター、社内情報システム等に対する積極的な設備投資に

よる減価償却費の増加、及び開発要員強化による人件費の増加等により固定費が増加したことによるもので

あります。なお、第１四半期会計期間末（平成20年６月30日現在）の受注残高は5億49百万円（前年同期比

15.2%増）となっており、引き続き高水準の受注を維持しております。

事業部門別の状況は、次の通りであります。

〔ＬＳＩ開発事業〕

ＬＳＩ開発事業は、売上高は３億88百万円（前年同期比3.5%増）となりました。内訳を見ますと、テスト

開発は２億98百万円（同5.1%増）、回路設計は30百万円（同24.9%減）、レイアウト設計は59百万円（同17.0%

増）となっております。これは、前述の営業機能の強化により、当社ＬＳＩテスターに係る業務が増加した

こと、及びレイアウト設計に係る顧客ニーズに対応するため体制を強化したこと等によるものであります。

〔システム開発事業〕

システム開発事業は、売上高は１億39百万円（前年同期比20.1%増）となりました。これは、拡販活動の推

進により、既存顧客中心にセンサー用システムの受注が増加したことによるものであります。

2. 財政状態に関する定性的情報

(1) 資産・負債及び純資産の状況

（資産）

流動資産は、前事業年度末に比べ、１億55百万円減少となりました。この主な要因は、現金及び預金が

85百万円、受取手形及び売掛金が93百万円減少したことによるものであります。 

　固定資産は、前事業年度末に比べ、29百万円増加となりました。この主な要因は、建設仮勘定が33百万

円減少したものの、工具、器具及び備品が74百万円増加したことによります。

（負債）

流動負債は、前事業年度末に比べ、86百万円減少となりました。この主な要因は、賞与引当金が65百万

円減少したことによるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ、１百万円増加となりました。この主な要因は、役員退職慰労引当金が

１百万円増加したことによるものであります。
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（純資産）

純資産は、前事業年度末に比べ、41百万円減少となりました。この主な要因は、利益剰余金が37百万円

減少し、自己株式が３百万円増加したことによります。また、自己資本比率は91.1％と高水準を維持して

おります。

(2) キャッシュ・フローの状況

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、２億92百万円（前事業年度比35百

万円減）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は、57百万円となりました。この主な要因は、税引前四半期純損失25百万

円の計上、賞与引当金65百万円の減少、たな卸資産37百万円の増加、仕入債務16百万円の減少などがあっ

たものの、減価償却費43百万円の発生、売上債権93百万円の減少、法人税等31百万円の還付などによるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は、69百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による

支出１億17百万円などによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、22百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払19百万円及び

自己株式の取得３百万円によるものであります。

3. 業績予想に関する定性的情報

現時点では概ね計画通りに業績が推移しているため、第２四半期累計期間及び通期の業績予想については、

平成20年５月14日に公表の予想数値から変更しておりません。
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4. その他

(1) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

①リース取引に関する会計基準等の変更

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第１3号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第１6号）を当第１四半期会計期間

から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更して計上しております。

　また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　この変更による損益に与える影響はありません。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）に変更しております。

　この変更による損益に与える影響はありません。

(2) 追加情報

　受注案件の損失見込額の引当金算定方法

　当第１四半期会計期間において、受注案件について損失の発生が見込まれる案件が発生したことから、

受注案件のうち、将来に損失が発生する可能性が高いと見込まれるものは、当該損失額を合理的に見積

もり、受注損失に備えるため、受注損失引当金を計上しております。

　この結果、売上総利益が7,740千円減少し、営業損失、経常損失、税引前四半期純損失が7,740千円そ

れぞれ増加しております。
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5. 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末

(平成20年６月30日)

前事業年度末に係る

要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 432,768 517,821

受取手形及び売掛金 466,936 560,665

有価証券 299,682 299,647

原材料 54 90

仕掛品 57,722 19,793

その他 133,940 148,997

流動資産合計 1,391,105 1,547,016

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 83,390 86,452

工具、器具及び備品（純額） 239,908 165,382

建設仮勘定 － 33,450

有形固定資産合計 323,299 285,285

無形固定資産 140,145 149,060

投資その他の資産 150,172 149,716

固定資産合計 613,617 584,062

資産合計 2,004,723 2,131,078

負債の部

流動負債

買掛金 7,439 24,333

賞与引当金 49,229 115,082

受注損失引当金 7,740 －

その他 101,747 113,611

流動負債合計 166,156 253,026

固定負債

役員退職慰労引当金 12,076 10,288

固定負債合計 12,076 10,288

負債合計 178,232 263,315

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 1,152,816 1,190,785

自己株式 △55,763 △52,459

株主資本合計 1,826,490 1,867,763

純資産合計 1,826,490 1,867,763

負債純資産合計 2,004,723 2,131,078
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期会計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 528,028

売上原価 377,298

売上総利益 150,729

販売費及び一般管理費

販売促進費 3,449

役員報酬 25,620

給料手当及び賞与 43,926

賞与引当金繰入額 6,780

役員退職慰労引当金繰入額 2,903

法定福利費 7,826

支払手数料 15,417

地代家賃 5,695

減価償却費 12,625

その他 53,177

販売費及び一般管理費合計 177,423

営業損失（△） △26,693

営業外収益

受取利息 639

その他 1,070

営業外収益合計 1,709

営業外費用

雑損失 53

営業外費用合計 53

経常損失（△） △25,038

特別損失

固定資産除却損 233

特別損失合計 233

税引前四半期純損失（△） △25,271

法人税、住民税及び事業税 206

法人税等調整額 △11,271

法人税等合計 △11,064

四半期純損失（△） △14,207
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(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △25,271

減価償却費 43,112

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,852

受注損失引当金の増減額（△は減少） 7,740

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,787

受取利息 △217

有価証券利息 △421

固定資産除却損 233

売上債権の増減額（△は増加） 93,728

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,893

仕入債務の増減額（△は減少） △16,893

その他 25,151

小計 25,203

利息の受取額 223

法人税等の還付額 31,636

営業活動によるキャッシュ・フロー 57,062

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 △120,123

定期預金の払戻による収入 170,059

有価証券の取得による支出 △299,613

有価証券の償還による収入 300,000

有形固定資産の取得による支出 △117,329

無形固定資産の取得による支出 △2,099

その他 △316

投資活動によるキャッシュ・フロー △69,422

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △19,453

自己株式の取得による支出 △3,304

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,757

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35,117

現金及び現金同等物の期首残高 327,762

現金及び現金同等物の四半期末残高 292,644
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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5. 生産、受注及び販売の状況

(1) 生産状況

当社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) 受注状況

区分

前年同四半期 当四半期

比較増減
(平成20年３月期 第１四半期) (平成21年３月期 第１四半期)

受注高

（千円）

受注残高

（千円）

受注高

（千円）

受注残高

（千円）

受注高

（千円）

受注残高

（千円）

ＬＳＩ開発事業 745,459 370,337 537,627 411,998 △ 207,831 41,660

回路設計 92,624 41,499 30,025 25,593 △ 62,599 △ 15,906

レイアウト設計 94,834 44,121 55,194 42,594 △ 39,639 △ 1,526

テスト開発 558,001 284,717 452,408 343,810 △ 105,592 59,093

システム開発 221,809 106,190 223,146 137,194 1,337 31,004

合計 967,268 476,528 760,774 549,192 △ 206,493 72,664

(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) 販売状況

区分

前年同四半期 当四半期

比較増減
(平成20年３月期 第１四半期) (平成21年３月期 第１四半期)

金額

（千円）

構成比

（％）

金額

（千円）

構成比

（％）

金額

（千円）

増減率

（％）

ＬＳＩ開発事業 375,121 76.3 388,192 73.5 13,071 3.5

回路設計 40,125 8.2 30,132 5.7 △ 9,993 △ 24.9

レイアウト設計 50,713 10.3 59,342 11.2 8,629 17.0

テスト開発 284,283 57.8 298,718 56.6 14,435 5.1

システム開発 116,410 23.7 139,835 26.5 23,425 20.1

合計 491,531 100.0 528,028 100.0 36,496 7.4

(注)１. 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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㈱シスウェーブ(6636)平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

前四半期に係る財務諸表等

(1)（要約）四半期損益計算書

（単位：千円）

科 目

当四半期

(平成20年3月期

第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 491,531

Ⅱ 売上原価 335,161

　 売上総利益 156,370

Ⅲ 販売費及び一般管理費 141,339

　 営業利益 15,031

Ⅳ 営業外収益 1,137

Ⅴ 営業外費用 20

　 経常利益 16,148

Ⅵ 特別利益 ―

Ⅶ 特別損失 10

　 税引前四半期(当期)

　 純利益
16,137

　 税金費用 8,121

　 四半期(当期)純利益 8,016
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(2)（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当四半期

(平成20年3月期第１四半期)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　 税引前四半期(当期)純利益 16,137

　 減価償却費 7,830

　 賞与引当金の増加額(△減少額) 59,614

　 貸倒引当金の増加額(△減少額) ―

　 受取利息 △ 92

　 株式交付費 ―

　 有形固定資産除却損 10

　 売上債権の減少額（△増加額） 88,864

　 たな卸資産の減少額(△増加額) △ 44,980

　 仕入債務の増加額(△減少額) △ 8,475

　 未払役員賞与の増加額(△減少額) △ 23,400

　 その他 △ 33,013

　 小計 62,495

　 利息の受取額 ─

　 法人税等の支払額 △ 94,000

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 31,504

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　 定期預金の預け入れによる支出 ―

　 有価証券の取得による支出 ―

　 有形固定資産の取得による支出 △ 85,968

　 無形固定資産の取得による支出 △ 1,366

　 その他 △ 8,515

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 95,850

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 株式の発行による収入 ―

　 配当金の支払額 △ 21,446

　 自己株式の取得による支出 △ 1,870

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 23,317

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 △ 150,672

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 845,856

Ⅵ 現金及び現金同等物の

　 四半期末(期末)残高
695,184
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