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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 1,260 ― 63 ― 80 ― 44 ―

20年3月期第2四半期 1,086 0.2 61 △63.5 63 △61.9 37 △62.4

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2四半期 151.20 ―

20年3月期第2四半期 122.43 ―

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2四半期 2,150 1,884 87.6 6,372.12
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2四半期  1,884百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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  有  

[(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。]  

(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2四半期  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2四半期  8,290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2四半期  296,189株 20年3月期第2四半期  302,623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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当第２四半期累計期間（平成20年４月１日～９月30日）におけるわが国の経済は、米国のサブプライム

問題に端を発した金融危機に加え、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輸出と設

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、一時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２四半期累計期間の売上高は12億60百万円（前年同期比16.1%増）と

なりました。これは、取引先に対する積極的な営業活動の結果、テスト開発業務が順調に推移したことに

よるものであります。損益につきましては、売上の増加及び製造費用を抑制したことにより、営業利益は

63百万円（前年同期比3.6%増）、経常利益は80百万円（前年同期比26.1%増）、四半期純利益は44百万円

（前年同期比20.9%増）となりました。なお、第２四半期会計期間末（平成20年９月30日現在）の受注残

高は６億17百万円（前年同期比115.4%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、売上高が９億40百万円（前年同期比14.0%増）となりました。内訳を見ますと、テ

スト開発は７億35百万円（同20.3%増）、回路設計は70百万円（同28.0%減）、レイアウト設計は１億34百

万円（同16.8%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、売上高が３億20百万円（前年同期比22.5%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。 

  

(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40百万円増加となりました。この主な要因は、未収還付法人税が31

百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が65百万円増加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21百万円減少となりました。この主な要因は、ソフトウェアが15百

万円減少及び長期前払費用が13百万円減少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３百万円減少となりました。この主な要因は、未払法人税等が28百

万円増加したものの、買掛金が14百万円減少、賞与引当金が17百万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５百万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５百万円増加したことによるものであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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（純資産） 

純資産は、前事業年度末に比べ16百万円増加となりました。この主な要因は、利益剰余金が21百万円

増加し、自己株式が４百万円増加したことによります。また、自己資本比率は87.6％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２四半期累計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、３億74百万円（前事業年度比47

百万円増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動で得られた資金は、１億38百万円となりました。この主な要因は、売上債権65百万円の増

加、賞与引当金17百万円の減少、仕入債務14百万円の減少などがあったものの、税引前四半期純利益79

百万円の計上、減価償却費88百万円の発生、法人税等34百万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） 

投資活動に使用した資金は、63百万円となりました。この主な要因は、定期預金の払戻による収入１

億90百万円があった一方、新たな定期預金の預入による支出１億40百万円、有形固定資産の取得１億23

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） 

財務活動に使用した資金は、27百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払23百万円及び自

己株式の取得４百万円によるものであります。 

  

通期の業績予想については、景気の下振れリスクが払拭できない状況にあることから、平成20年５月14

日に公表致しました従来予想を据え置くことといたします。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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定率法を採用している資産については、事業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。 

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。 

  

 受注案件の損失見込額の引当金算定方法 

 当第２四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、営業利益、経常利益、税引前四半期純利益が5,355千円それぞれ減少して

おります。 

  

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

(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

(3) 追加情報
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９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 514,945 517,821 

受取手形及び売掛金 625,670 560,665 

有価証券 299,711 299,647 

原材料 50 90 

仕掛品 25,532 19,793 

その他 121,897 148,997 

流動資産合計 1,587,808 1,547,016 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 80,234 86,452 

工具、器具及び備品（純額） 213,307 165,382 

建設仮勘定 － 33,450 

有形固定資産合計 293,541 285,285 

無形固定資産 133,669 149,060 

投資その他の資産 135,660 149,716 

固定資産合計 562,871 584,062 

資産合計 2,150,680 2,131,078 

負債の部 

流動負債 

買掛金 9,515 24,333 

未払法人税等 28,937 － 

賞与引当金 97,612 115,082 

受注損失引当金 5,355 － 

その他 108,591 113,611 

流動負債合計 250,012 253,026 

固定負債 

役員退職慰労引当金 16,221 10,288 

固定負債合計 16,221 10,288 

負債合計 266,234 263,315 

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 1,211,807 1,190,785 

自己株式 △56,798 △52,459 

株主資本合計 1,884,446 1,867,763 

純資産合計 1,884,446 1,867,763 

負債純資産合計 2,150,680 2,131,078 
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 1,260,709 

売上原価 841,002 

売上総利益 419,706 

販売費及び一般管理費 

販売促進費 6,287 

役員報酬 62,244 

給料手当及び賞与 88,248 

賞与引当金繰入額 12,928 

役員退職慰労引当金繰入額 7,048 

法定福利費 15,424 

支払手数料 48,373 

地代家賃 11,855 

減価償却費 25,807 

その他 77,985 

販売費及び一般管理費合計 356,203 

営業利益 63,502 

営業外収益 

受取利息 1,312 

保険解約返戻金 14,019 

その他 1,730 

営業外収益合計 17,061 

営業外費用 

雑損失 83 

営業外費用合計 83 

経常利益 80,480 

特別損失 

固定資産除却損 750 

特別損失合計 750 

税引前四半期純利益 79,729 

法人税、住民税及び事業税 24,710 

法人税等調整額 10,235 

法人税等合計 34,945 

四半期純利益 44,783 
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税引前四半期純利益 79,729 

減価償却費 88,312 

賞与引当金の増減額（△は減少） △17,470 

受注損失引当金の増減額（△は減少） 5,355 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,932 

受取利息 △464 

有価証券利息 △847 

固定資産除却損 750 

売上債権の増減額（△は増加） △65,005 

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,698 

仕入債務の増減額（△は減少） △14,817 

その他 27,436 

小計 103,214 

利息の受取額 470 

法人税等の還付額 34,596 

営業活動によるキャッシュ・フロー 138,280 

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 △140,123 

定期預金の払戻による収入 190,059 

有価証券の取得による支出 △599,217 

有価証券の償還による収入 600,000 

有形固定資産の取得による支出 △123,409 

無形固定資産の取得による支出 △4,739 

その他 13,876 

投資活動によるキャッシュ・フロー △63,553 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

配当金の支払額 △23,328 

自己株式の取得による支出 △4,339 

財務活動によるキャッシュ・フロー △27,667 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 47,059 

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 374,821 
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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(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 

 
(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 

 
(注)１. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

5. 生産、受注及び販売の状況

区分

前年同四半期 当四半期

比較増減
(平成20年３月期 第２四半期) (平成21年３月期 第２四半期)

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 995,913 199,771 1,228,855 533,666 232,942 333,895

回路設計 109,462 14,000 96,838 40,735 △ 12,624 26,735

レイアウト設計 139,124 27,200 133,934 46,390 △ 5,189 19,190

テスト開発 747,326 158,571 998,082 446,541 250,756 287,970

システム開発 336,552 86,853 340,108 83,852 3,556 △ 3,000

合計 1,332,465 286,624 1,568,964 617,519 236,499 330,895

区分

前年同四半期 当四半期

比較増減
(平成20年３月期 第２四半期) (平成21年３月期 第２四半期)

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 824,539 75.9 940,384 74.6 115,845 14.0

回路設計 97,962 9.0 70,515 5.6 △ 27,447 △ 28.0

レイアウト設計 114,974 10.6 134,286 10.7 19,312 16.8

テスト開発 611,602 56.3 735,582 58.3 123,980 20.3

システム開発 261,468 24.1 320,325 25.4 58,856 22.5

合計 1,086,007 100.0 1,260,709 100.0 174,701 16.1
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(1)前中間損益計算書 

（単位：千円） 

 
  

[参考]

前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比

(％)

Ⅰ 売上高 1,086,007 100.0

Ⅱ 売上原価 736,497 67.8

   売上総利益 349,509 32.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 288,225 26.6

   営業利益 61,284 5.6

Ⅳ 営業外収益 3,029 0.3

Ⅴ 営業外費用 496 0.0

   経常利益 63,817 5.9

Ⅵ 特別利益 ─ ─

Ⅶ 特別損失 151 0.0

   税引前中間(当期) 

   純利益
63,666 5.9

   法人税、住民税 

   及び事業税
27,839

   法人税等調整額 △1,223 26,615 2.5

   中間(当期)純利益 37,050 3.4

㈱シスウェーブ(6636)平成21年３月期第２四半期決算短信(非連結)

10



(2)前中間キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間(当期)純利益 63,666

   減価償却費 26,813

   賞与引当金の増加額(△減少額) 11,375

   役員退職慰労引当金の 

    増加額(△減少額)
3,429

   貸倒引当金の増加額(△減少額) ─

   受取利息 △755

   有価証券利息 △956

   株式交付費 ─

   有形固定資産除却損 151

   売上債権の減少額(△増加額) 206,660

   たな卸資産の減少額(△増加額) △7,896

   仕入債務の増加額(△減少額) 2,543

   未払役員賞与の増加額(△減少額) △23,400

   その他  △77,517

小計 204,114

   利息の受取額 745

   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 110,859

Ⅱ 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 △55,046

   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 △168,054

   無形固定資産の取得による支出 △120,639

   その他 △15,652

  投資活動によるキャッシュ・フロー △359,393

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 △21,469

   自己株式の取得による支出 △39,973

  財務活動によるキャッシュ・フロー △61,442

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

   増加額(△減少額)
△ 309,975

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 845,856

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末) 

  残高
535,880
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