
 

  

平成23年５月11日

各 位 

                 会社名    株式会社シスウェーブ 

                                         代表者名    取締役社長 吉野 哲夫        

（JASDAQ・コード番号：6636）

                                 問合せ先                       

                                                役職・氏名 取締役情報開示担当 須々木 信行  

                                    電話    （TEL．044－738－2470） 

  

（訂正・数値データ訂正）「平成23年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）」 の一部訂正について 

  
  
  

  
当社は，平成23年４月28日15時30分に発表した表記開示資料について訂正がありましたのでお知らせしま

す。また、数値データにも誤りがありましたのでお知らせするとともに、訂正後の数値データを送信しま

す。 

  

記 

  １. 訂正の理由 

平成23年３月期末において、子会社株式の評価を保守的に行ったことによるのれんの未償却残高の調

整額を減損損失として表示しておりましたが、正しくはのれん償却額であり、以下の通りその訂正を行

うものであります。 

  ２. 訂正箇所                                          

     訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。  

  
 【１】１.経営成績 （１）経営成績に関する分析（２ページ） 
  

 「訂正前」 

 １.経営成績 

   （１）経営成績に関する分析 

      略 

このような国内半導体メーカーの設備投資抑制や、開発投資の内製化等の厳しい環境下にあって、当社

グループはテストソリューションビジネスを着実に推し進めた結果、当連結会計年度の売上高は、17億36

百万円（前連結会計年度比2.0％増）となりました。損益につきましては、労務費の削減や事務所家賃の

見直し等、様々な経費削減の取り組みを行った結果、営業損失95百万円（前連結会計年度は営業損失２億

62百万円）、経常損失68百万円（前連結会計年度は経常損失２億19百万円）となりました。さらに、連結

子会社株式の評価を保守的に行ったことから、のれんの減損損失20百万円を特別損失に計上するととも

に、株式会社シスウェーブの繰延税金資産の全額取崩しによる法人税等調整額23百万円を計上したこと等

により、当期純損失は１億53百万円（前連結会計年度は当期純損失２億96百万円）となりました。 

  

 

 



  
 「訂正後」 

 １.経営成績 

   （１）経営成績に関する分析 

      略 

このような国内半導体メーカーの設備投資抑制や、開発投資の内製化等の厳しい環境下にあって、当

社グループはテストソリューションビジネスを着実に推し進めた結果、当連結会計年度の売上高は、17

億36百万円（前連結会計年度比2.0％増）となりました。損益につきましては、労務費の削減や事務所

家賃の見直し等、様々な経費削減の取り組みを行った結果、営業損失95百万円（前連結会計年度は営業

損失２億62百万円）、経常損失68百万円（前連結会計年度は経常損失２億19百万円）となりました。さ

らに、連結子会社株式の評価を保守的に行ったことから、のれん償却額20百万円を特別損失に計上する

とともに、株式会社シスウェーブの繰延税金資産の全額取崩しによる法人税等調整額23百万円を計上し

たこと等により、当期純損失は１億53百万円（前連結会計年度は当期純損失２億96百万円）となりまし

た。 

  
 【２】１.経営成績 （２）財政状態に関する分析 ②キャッシュフローの状況（３ページ） 
  

 「訂正前」 

 １.経営成績 

   （２）財政状態に関する分析 
     ②キャッシュフローの状況 

      略 

（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81百万円（前年同期は△７億42百万円）となりました。この主な要

因は、税金等調整前当期純損失１億23百万円ではありましたが、減価償却費１億14百万円、のれん償

却額33百万円、その他減損損失23百万円等によるものであります。 

  

 「訂正後」 

 １.経営成績 

   （２）財政状態に関する分析 
     ②キャッシュフローの状況 

      略 

（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81百万円（前年同期は△７億42百万円）となりました。この主な要

因は、税金等調整前当期純損失１億23百万円ではありましたが、減価償却費１億14百万円、のれん償

却額54百万円等によるものであります。 



 【３】４.連結財務諸表 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書（11ページ） 
  

 「訂正前」 

 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書 
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 1,702,047 1,736,758

売上原価 1,195,649 1,238,002

売上総利益 506,397 498,755

販売費及び一般管理費

役員報酬 79,092 84,457

給料手当及び賞与 309,612 135,196

減価償却費 52,980 54,611

研究開発費 － 6,332

販売促進費 － 85,239

その他 327,323 228,156

販売費及び一般管理費合計 769,008 593,993

営業損失（△） △262,610 △95,238

営業外収益

受取利息 834 141

受取保険料 14,850 －

助成金収入 20,358 24,400

その他 7,182 4,066

営業外収益合計 43,225 28,608

営業外費用

支払利息 344 997

その他 143 390

営業外費用合計 488 1,387

経常損失（△） △219,873 △68,017

特別利益

固定資産売却益 13,438 －

特別利益合計 13,438 －

特別損失

固定資産除却損 5,480 4,418

減損損失 － 23,672

特別退職金 29,813 20,957

事業構造改善費用 15,561 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,199

会員権評価損 1,000 －

特別損失合計 51,855 55,248

税金等調整前当期純損失（△） △258,290 △123,265

法人税、住民税及び事業税 1,006 2,076

法人税等調整額 36,949 28,269

法人税等合計 37,956 30,346

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △153,612

当期純損失（△） △296,246 △153,612



  
 「訂正後」 

 （２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書 

 連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

売上高 1,702,047 1,736,758

売上原価 1,195,649 1,238,002

売上総利益 506,397 498,755

販売費及び一般管理費

役員報酬 79,092 84,457

給料手当及び賞与 309,612 135,196

減価償却費 52,980 54,611

研究開発費 － 6,332

販売促進費 － 85,239

その他 327,323 228,156

販売費及び一般管理費合計 769,008 593,993

営業損失（△） △262,610 △95,238

営業外収益

受取利息 834 141

受取保険料 14,850 －

助成金収入 20,358 24,400

その他 7,182 4,066

営業外収益合計 43,225 28,608

営業外費用

支払利息 344 997

その他 143 390

営業外費用合計 488 1,387

経常損失（△） △219,873 △68,017

特別利益

固定資産売却益 13,438 －

特別利益合計 13,438 －

特別損失

固定資産除却損 5,480 4,418

のれん償却額 － 20,420

減損損失 － 3,252

特別退職金 29,813 20,957

事業構造改善費用 15,561 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,199

会員権評価損 1,000 －

特別損失合計 51,855 55,248

税金等調整前当期純損失（△） △258,290 △123,265

法人税、住民税及び事業税 1,006 2,076

法人税等調整額 36,949 28,269

法人税等合計 37,956 30,346

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △153,612

当期純損失（△） △296,246 △153,612



 【４】４.連結財務諸表 （４）連結キャッシュ・フロー計算書（14ページ） 
  

 「訂正前」 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △258,290 △123,265

減価償却費 126,853 114,798

のれん償却額 33,978 33,978

減損損失 － 23,672

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 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） △860 1,792

受取利息 △299 △141

有価証券利息 △534 －

支払利息 344 997

固定資産売却損益（△は益） △13,438 －

固定資産除却損 5,480 4,418

売上債権の増減額（△は増加） △14,435 △10,585

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,478 14,819

仕入債務の増減額（△は減少） 7,321 4,543

未払金の増減額（△は減少） △293,925 △30,053

その他 △119,938 42,013

小計 △651,439 83,188

利息及び配当金の受取額 580 113

利息の支払額 △344 △997

法人税等の支払額 △91,227 △720

営業活動によるキャッシュ・フロー △742,431 81,583

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 △78,936 △39,206

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 △3,375 △15,546

敷金の回収による収入 － 30,363

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 55,237 △3,163

投資活動によるキャッシュ・フロー 78,959 △10,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △22,755 △364

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,755 △364

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △686,227 70,465

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期末残高 386,016 456,481



  
 「訂正後」 

（４）連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日
至 平成23年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純損失（△） △258,290 △123,265

減価償却費 126,853 114,798

のれん償却額 33,978 54,399

減損損失 － 3,252

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 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） △860 1,792

受取利息 △299 △141

有価証券利息 △534 －

支払利息 344 997

固定資産売却損益（△は益） △13,438 －

固定資産除却損 5,480 4,418

売上債権の増減額（△は増加） △14,435 △10,585

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,478 14,819

仕入債務の増減額（△は減少） 7,321 4,543

未払金の増減額（△は減少） △293,925 △30,053

その他 △119,938 42,013

小計 △651,439 83,188

利息及び配当金の受取額 580 113

利息の支払額 △344 △997

法人税等の支払額 △91,227 △720

営業活動によるキャッシュ・フロー △742,431 81,583

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 △78,936 △39,206

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 △3,375 △15,546

敷金の回収による収入 － 30,363

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 55,237 △3,163

投資活動によるキャッシュ・フロー 78,959 △10,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △22,755 △364

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,755 △364

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △686,227 70,465

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期末残高 386,016 456,481



 【５】４.連結財務諸表 （８）連結財務諸表に関する注記 （セグメント情報等） 
   （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） （24ページ） 
  

 「訂正前」 

 （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
  

 「訂正後」 

 （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
  

 【６】４.連結財務諸表 （８）連結財務諸表に関する注記 （セグメント情報等） 
   （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） （24ページ） 
  

 「訂正前」 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

 
(注) 上記のほか、組込ソリューション事業においてのれんの減損損失額20,420千円を特別損失として計上しており

ます。 

  

 「訂正後」 

当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計
テストソリュ
ーション事業

組込ソリュー
ション事業

計

減損損失 3,252 20,420 23,672 ― 23,672

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計
テストソリュ
ーション事業

組込ソリュー
ション事業

計

減損損失 3,252 ― 3,252 ― 3,252

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計
テストソリュ
ーション事業

組込ソリュー
ション事業

計

当期償却額 ― 33,978 33,978 ― 33,978

当期末残高 ― 81,513 81,513 ― 81,513

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計
テストソリュ
ーション事業

組込ソリュー
ション事業

計

当期償却額 ― 54,399 54,399 ― 54,399

当期末残高 ― 81,513 81,513 ― 81,513


