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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９月30日）

 (1) 連結経営成績(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 ％

23年３月期第２四半期 928 4.2 △78 － △51 － △96 －

22年３月期第２四半期 890 － △86 － △65 － △59 －

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

23年３月期第２四半期 △337.42 －

22年３月期第２四半期 △207.79 －

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第２四半期 1,686 1,446 85.8 5,034.29

22年３月期 1,659 1,543 93.0 5,371.71

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 1,446百万円 22年３月期 1,543百万円

2. 配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

23年３月期 － 0.00

23年３月期(予想) － 0.00 0.00

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 1,855 9.0 8 － 34 － △22 － △76.58



  

 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決

算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりま

せん。 

  
(※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項) 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性

があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は【添付資料】P.４「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(注) 連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(注) 「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の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に

係る会計処理の原則・手続、表示方法等の有無となります。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 304,023株 22年３月期 304,023株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 16,749株 22年３月期 16,749株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 287,274株 22年３月期２Ｑ 287,274株

(※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示)
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料に

ついては、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年11月26日（金）・・・・・・アナリスト向け決算説明会 

○添付資料の目次
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国など海外経済の不透明感が強まっているう

え、急激な円高基調により、依然、先行きの見えない環境が続いております。 

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および業

務の効率化等、慎重な対応を継続する状況となっております。 

このような環境の下、当社グループは、テストソリューションビジネスを積極的に推進し、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取り組んで参りました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の連結売上高は９億28百万円(前年同期比4.2％増)となりまし

た。また昨年度から推進中の経費削減施策等の構造改革により、営業損失78百万円(前年同期：営業損

失86百万円）、経常損失51百万円(前年同期：経常損失65百万円）と、わずかではございますが回復の

傾向となりました。一方、繰延税金資産の一部取り崩しにより四半期純損失は96百万円(前年同期：四

半期純損失59百万円）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８億４百万円、セグメント損失は76

百万円、組込ソリューション事業の売上高は１億45百万円、セグメント損失は２百万円となっておりま

す。 

  

①資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結累計期間末の資産総額は16億86百万円となり、前連結会計年度末に比べ27百万円増

加いたしました。流動資産は12億45百万円となり、75百万円増加いたしました。主な要因は、現金及び

預金の増加１億20百万円、受取手形及び売掛金の増加66百万円等と、繰延税金資産の減少20百万円、仕

掛品の減少17百万円等によるものであります。固定資産は４億41百万円となり前連結会計年度末に比べ

48百万円の減少となりました。主な要因は、有形固定資産及び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。 

（負債） 

当第２四半期連結累計期間末の負債合計は２億40百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億24百万

円増加いたしました。流動負債は２億16百万円となり１億11百万円増加いたしました。主な要因は、短

期借入金の増加１億円によるものであります。固定負債は24百万円となり、12百万円の増加となりまし

た。主な要因は、資産除去債務の増加11百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第２四半期連結累計期間末の純資産合計は14億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ96百万円

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85.8％となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、５億６百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ１億20百万円増加いたしました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とその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） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、２百万円の支出（前年同期：６億14百万円の支出）となりま

した。これは主に、税金等調整前四半期純損失73百万円、売上債権の増加66百万円、減価償却費55百万

円等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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、23百万円の収入（前年同期：１億17百万円の収入）となりま

した。これは主に、賃貸フロアーの一部返却による敷金回収28百万円等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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、99百万円の収入（前年同期：27百万円の収入）となりまし

た。これは主に、短期借入金の借入による収入１億円等によるものであります。 

  

連結業績予想の修正については、平成22年９月17日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を参照

してください。 

なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断したもの

であり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想と異なる場合があります。 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

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。 

(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２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失は、それぞれ388千円増加、税金等

調整前四半期純損失は、6,587千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11,147千円であります。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30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 506,485 386,016

受取手形及び売掛金（純額） 629,704 563,675

仕掛品 44,187 61,800

原材料及び貯蔵品 225 392

その他 64,643 158,012

流動資産合計 1,245,246 1,169,898

固定資産

有形固定資産 169,648 189,565

無形固定資産

のれん 118,923 135,912

その他 77,512 86,930

無形固定資産合計 196,436 222,842

投資その他の資産 75,108 77,055

固定資産合計 441,193 489,463

資産合計 1,686,439 1,659,361

負債の部

流動負債

買掛金 16,266 15,080

短期借入金 100,000 －

未払法人税等 3,412 3,058

賞与引当金 6,794 －

受注損失引当金 9,171 1,615

その他 80,401 84,953

流動負債合計 216,045 104,707

固定負債

長期未払金 11,500 11,500

資産除去債務 11,203 －

その他 1,468 －

固定負債合計 24,171 11,500

負債合計 240,217 116,207

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 799,764 896,696

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,446,221 1,543,154

純資産合計 1,446,221 1,543,154

負債純資産合計 1,686,439 1,659,361
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 890,453 928,023

売上原価 591,225 680,983

売上総利益 299,227 247,040

販売費及び一般管理費 385,913 325,800

営業損失（△） △86,685 △78,760

営業外収益

受取利息 535 79

受取保険料 14,850 321

助成金収入 2,914 21,031

その他 2,719 6,022

営業外収益合計 21,019 27,454

営業外費用

支払利息 18 496

雑損失 98 181

営業外費用合計 117 678

経常損失（△） △65,782 △51,984

特別利益

固定資産売却益 8,571 －

特別利益合計 8,571 －

特別損失

特別退職金 － 14,360

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 99 968

特別損失合計 99 21,528

税金等調整前四半期純損失（△） △57,310 △73,513

法人税、住民税及び事業税 △241 415

法人税等調整額 2,623 23,004

法人税等合計 2,381 23,419

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △96,932

四半期純損失（△） △59,692 △96,932
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 483,127 499,881

売上原価 301,590 362,317

売上総利益 181,537 137,563

販売費及び一般管理費 174,006 142,072

営業利益又は営業損失（△） 7,530 △4,508

営業外収益

受取利息 227 79

受取保険料 14,850 －

助成金収入 2,914 410

その他 1,488 940

営業外収益合計 19,480 1,430

営業外費用

支払利息 18 298

雑損失 0 －

営業外費用合計 19 298

経常利益又は経常損失（△） 26,991 △3,376

特別利益

固定資産売却益 8,571 －

特別利益合計 8,571 －

特別損失

特別退職金 － 14,360

固定資産除却損 63 968

特別損失合計 63 15,329

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

35,499 △18,705

法人税、住民税及び事業税 △584 195

法人税等調整額 69,681 26,076

法人税等合計 69,097 26,271

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △44,977

四半期純損失（△） △33,597 △44,977

㈱シスウェーブ（6636）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-7-



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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（△） △57,310 △73,513

減価償却費 61,698 55,943

のれん償却額 16,989 16,989

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 6,794

受注損失引当金の増減額（△は減少） 2,187 7,556

受取利息 △535 △79

支払利息 － 496

固定資産売却損益（△は益） △8,571 －

固定資産除却損 99 968

売上債権の増減額（△は増加） △20,226 △66,029

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,063 17,780

仕入債務の増減額（△は減少） 4,576 1,186

未払金の増減額（△は減少） △316,670 △20,215

その他 △105,246 44,410

小計 △527,161 △1,511

利息及び配当金の受取額 2,869 66

利息の支払額 － △496

法人税等の支払額 △90,514 △383

営業活動によるキャッシュ・フロー △614,806 △2,325

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 △12,978

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 △870 △9,500

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 38,457 28,698

投資活動によるキャッシュ・フロー 117,098 23,019

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 △22,636 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー 27,363 99,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △470,344 120,468

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 601,899 506,485
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

 
(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 

  

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。 

  

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・開発販売を行っております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30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 594,982 295,470 890,453 ― 890,453

 (2) セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 594,982 295,470 890,453 ― 890,453

営業損失(△) △81,872 △4,981 △86,853 (△168) △86,685

【所在地別セグメント情報】

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

【海外売上高】

前第２四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  至  平成21年９月30日)

【セグメント情報】
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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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

（単位：千円）

 
(注）１．セグメント損失の調整額291千円は、セグメント間取引消去900千円、棚卸資産等の調整額△608千円であり

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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

（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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

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 804,130 123,893 928,023 ― 928,023

 セグメント間の内部売上高又は 
 振替高

― 21,521 21,521 △21,521 ―

計 804,130 145,414 949,545 △21,521 928,023

セグメント損失(△) △76,780 △2,270 △79,051 291 △78,760

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱シスウェーブ（6636）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

-10-


	ＴＤｎｅｔサマリー.pdf
	XEditor全文.pdf



