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１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 28,787 20.0 4,565 33.3 4,638 36.9 2,853 33.0

18年３月期 23,992 35.9 3,424 86.0 3,387 82.9 2,146 127.2

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 6,886.19 6,784.24 19.3 20.1 15.9

18年３月期 5,420.51 5,283.96 21.5 19.3 14.3

（参考）持分法投資損益 19年３月期 － 百万円 18年３月期 － 百万円

(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

19年３月期 25,152 16,320 64.9 38,978.35

18年３月期 21,033 13,288 63.2 32,137.43

（参考）自己資本 19年３月期 16,320 百万円 18年３月期 13,288 百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 3,758 △323 △1,229 12,707

18年３月期 2,270 △93 3,720 10,343

２．配当の状況

配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率（連
結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 － 1,000.00 1,000.00 413 18.5 4.0

19年３月期 － 1,500.00 1,500.00 628 21.8 4.2

20年３月期（予想） － 1,700.00 1,700.00  ────── 23.7  ──────

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 15,200 13.8 1,620 △17.2 1,600 △19.5 960 △21.2 2,292.83

通期 35,000 21.6 5,050 10.6 5,000 7.8 3,000 5.1 7,165.10
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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もの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、26ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 418,696 株 18年３月期 412,600 株

②　期末自己株式数 19年３月期 － 株 18年３月期 － 株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 22,681 23.9 3,137 173.6 3,065 193.7 1,811 164.2

18年３月期 18,303 33.6 1,147 106.4 1,044 △16.7 685 △19.3

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年３月期 4,370.13 4,305.43

18年３月期 1,682.48 1,640.09

(2）個別財政状態

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

19年３月期 19,746 11,953 60.5 28,548.14

18年３月期 17,149 10,213 59.6 24,685.66

（参考）自己資本 19年３月期 11,953 百万円 18年３月期 10,213 百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資

料の発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果とな

る可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添

付資料の４ページを参照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

（当期の経営成績）

　当連結会計年度における当社グループを取り巻く事業環境は、原油高や米国景気減速の不安材料があったにもかか

わらず全般的に順調に推移しました。国内においては景気回復に伴い企業投資が本格化しましたが、PC関連市場は大

型薄型テレビなどに需要を奪われ、また、ウィンドウズ・ビスタの出荷遅れとPC買い控えの影響などにより、マイナ

ス成長となりました。米国においては、IT関連投資の成長は鈍化しましたが、落ち込みが懸念された個人消費は底堅

く推移しました。 欧州においては、内需主導の安定的な景気拡大が続き、設備投資、個人消費ともに堅調に推移しま

した。また、東欧市場の拡大も継続しました。中国においては、高い経済成長と市場拡大が継続しました。また、中

国、日本以外のアジア地域においても市場環境は順調に推移しました。

　このような事業環境のもと、当社グループは、プロフェッショナルグラフィックス・タブレットの市場浸透やユー

ザー層の安定的拡大、コンシューマグラフィックス・タブレットの販路拡大、液晶一体型タブレットの急成長などに

支えられて業績を拡大することができました。また、新規ユーザーインターフェース技術や、ウィンドウズ・ビスタ

対応製品の開発、アジア・パシフィック地域の事業拠点の拡充、グローバルブランディング活動の準備、金融商品取

引法への対応準備、海外移転価格に関する事前確認制度の申請、そして品質管理と環境管理の統合推進などに努めま

した。当期より欧州、アジアを訪問し海外機関投資家に対するIR活動も積極的に開始するなかで、当社IR活動の充実

が認められ東証第一回「ディスクロージャー新人賞」を受賞いたしました。

　これらの結果、当連結会計年度の業績は売上高が28,787,066千円（前年同期比20.0％増）となり、営業利益は

4,564,593千円（同33.3％増）、経常利益は4,638,489千円（同36.9％増）、当期純利益は2,853,274千円（同33.0％

増）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①電子機器事業

　電子機器事業の主要製品であるタブレット製品については、当連結会計年度を通じて、若干の地域差はあるもの

の、プロフェッショナルグラフィックス・タブレット「Intuos（インテュオス）」シリーズ、コンシューマグラ

フィックス・タブレットの「FAVO（ファーボ）」（日本向け）と「Graphire（グラファイア）」（海外向け）シリー

ズ及び液晶一体型タブレットの全製品ラインにおいて堅調な売上げと販売台数の拡大を続けることができました。

特に液晶一体型タブレットに関しては、米国のプロフェッショナルグラフィックス及び教育分野や日本の医療分野

を中心として導入が進み、売上げ、販売台数とも大きく増加させることができました。また、プロフェッショナル

グラフィックス・タブレットに関しても、世界的なデジタルデザインの普及やアジア圏におけるユーザー拡大によ

り、堅調に成長を継続しました。

　タブレットPC向け製品を主力とするペン・センサーコンポーネント分野においては、当期において液晶ディスプ

レイから電子ペンと指タッチの両方でパソコンの入力操作ができる当社の最新センサー技術「ペナブル・デュアル

タッチ」を市場投入しました。また、マイクロソフト社がウィンドウズ・ビスタにペン入力機能を標準搭載したこ

とで、ペンがPC市場に広く普及する基盤ができました。一方で、ウィンドウズ・ビスタの発売遅延により、PCメー

カー各社のペンを搭載した新規PCの市場投入が大幅に遅れたこと、タブレットPC向け液晶の供給問題が発生したこ

となどから、ほぼ前期並みの実績となりました。

　この結果、売上高は27,864,338千円（前年同期比20.9％増）、営業利益は6,361,320千円（同39.0％増）となりま

した。

②ECS事業

　ECS事業は、電気設計用CAD分野において主力製品である「ECAD／dio（イーキャド・ディオ）」に海外展開する

ユーザー向けに図面作成を効率化する言語一括変換機能を付加するなど、ユーザー要望の大きい機能を強化したVer.

7.0を当期において市場投入しました。これによりユーザーの買い替え需要を喚起するとともに、新規導入も促進し、

前期を上回る販売実績を達成しました。

　PDM（製品情報管理）分野においては、IBMビジネスパートナーとして技術支援・サービス販売に注力してまいり

ましたが、前期を下回る実績となり、ECS事業全体として、前期を若干下回る売上げとなりました。営業利益では前

期並みとなりました。

　この結果、売上高は922,728千円（前年同期比2.2％減）、営業利益は154,479千円（同1.3％増）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①日本

　電子機器事業においては、プロフェッショナルグラフィックス・タブレットの主力製品「Intuos 3（インテュオ

ス）」については、一眼レフカメラ市場拡大に伴い、フォトグラファー向けの訴求を展開をするとともに、売り場
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での訴求展開の強化を実施したことが功を奏し、売上げを伸ばしました。一方で、ウィンドウズ・ビスタ発売遅延

によるPC流通販売の落ち込みに伴い、コンシューマグラフィックス・タブレットの主力製品「FAVO（ファーボ）」

シリーズの売上げが前期を下回る結果となりました。液晶一体型タブレット製品については、教育分野が停滞した

ものの、医療分野及びその他新用途における需要の拡大に牽引され、順調に売上げが拡大しました。

　ECS事業においては、前記の「事業の種類別セグメントの業績」のところで記したとおりです。

　この結果、売上高は11,030,123千円（前年同期比2.44％減）、営業利益は5,088,850千円（同107.6％増）となり

ました。

②米国

　米国市場においては、プロフェッショナル向け、コンシューマ向け、液晶一体型と全ての製品ラインで売上げを

好調に伸ばしました。コンシューマグラフィックス・タブレット「Graphire（グラファイア）」シリーズは、比較

的大きめのサイズにユーザー需要が移行したことにより、台数以上に売上げが伸びる結果となりました。また、液

晶一体型タブレットについては、プログラフィックスユーザーの液晶一体型への浸透が進んだこと、教育分野向け

OEM商談が拡大したことにより、売上げが大幅に増加いたしました。

　この結果、売上高は9,085,617千円（前年同期比40.3％増）、営業利益は824,663千円（同33.2％減）となりまし

た。

③欧州

　欧州市場においては、プロフェッショナル向け、コンシューマ向けの両製品ラインともに、米国市場と同様に売

上げを伸ばしました。地域的には、既存市場である西ヨーロッパにおいて順調に販売を拡大するとともに、新興市

場である東ヨーロッパやロシアにおいても販路拡大が功を奏し、売上げを増加させることができました。また、競

合の多い低価格版コンシューマグラフィックス・タブレットにおいても、OEM商談を獲得するなど、販売実績は堅調

に推移しました。

　この結果、売上高は6,417,305千円（前年同期比28.8％増）、営業利益は815,011千円（同15.3％減）となりまし

た。

④アジア・オセアニア

　アジア・オセアニア市場においては、中国でグラフィックス分野が成長しており、プロフェッショナル向け及び

コンシューマ向け製品の売上げが増加しました。また、その他のアジア・オセアニア市場でも順調に成長を続けて

おり、市場拡大に伴い、販売体制の拡充を進めております。前期設立の豪州現地法人ワコムオーストラリアは販売

活動を開始し、順調に業績を伸ばしております。また、当期設立のシンガポール現地法人ワコムシンガポールは、

次期の本格稼動に向けて準備を進めております。

　この結果、売上高は2,254,021千円（前年同期比83.9％増）、営業利益は283,903千円（同45.5％増）となりまし

た。

　（次期の見通し）

　平成20年３月期においては、全般的に世界経済の先行きに不透明感が増大するものの、米国、欧州、日本など先

進主要地域においてはここ数年続いた緩やかな景気拡大が継続するものと期待され、中国やアジア圏においても社

会インフラや企業設備投資が引き続き拡大し、高い成長を維持すると予想されます。また、PC市場においては平成

19年１月に販売が開始されたウィンドウズ・ビスタの普及が当初の予想より緩やかに進む可能性があり、対応アプ

リケーションの増加は事業環境の大きな改善とはなるものの、平成20年３月期においては個人ユーザーの需要が中

心となり、企業・法人ユーザーの本格的移行は平成21年３月期以降に持ち越されると予想されます。その結果、当

社業績は全体としては堅調な拡大を維持するものの、平成20年３月期におけるウィンドウズ・ビスタの直接的な影

響は限定的なものにとどまると考えられます。また、為替レートについては、通期平均で１ドル115円、１ユーロ

145円を想定しております。そのような状況を踏まえ、当社では、連結売上高35,000百万円（対前年同期比21.6％

増）、連結営業利益5,050百万円（同10.6％増）、連結経常利益5,000百万円（同7.8％増）、連結当期純利益3,000

百万円（同5.1％増）を次期の見通しといたしました。

　電子機器事業においては、主力のプロフェショナルグラフィックス・タブレットについては中国やアジア圏での

拡大を中心とした緩やかな成長にとどまると見込んでいます。コンシューマグラフィックス・タブレットについて

は製品ラインを刷新し、グラフィックス用途とウィンドウズ・ビスタに対応した一般及びビジネス市場向けの用途

の新製品を市場投入しさらなる市場拡大を図ります。また、液晶一体型タブレット製品については、プロフェッショ

ナル・グラフィックス用途の新製品を市場投入し、現行製品に加えてシリーズ化することでプロフェショナル・グ

ラフィックスタブレットユーザーからの移行を促し、普及を加速させる計画です。一方、業務用途向け液晶一体型

タブレットについては、教育および医療分野を中心に安定的な成長を見込んでおりますが、企業基幹ネットワーク

インフラや業務システムのウィンドウズ・ビスタ移行に時間がかかることから、本格的拡大は平成21年３月期以降

と予想しています。また、コンポーネント事業においては、タブレットPCが米国を中心に導入期から普及期へと移

行するとともに、電子ペンと指タッチの両機能を備えたモジュール供給や小型センサーの供給などにより業績の拡
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大が期待されます。また携帯電話・情報家電などの新規モバイルプラットフォーム向けの製品拡大による応用分野

の拡大を引き続き図っていきます。

　そのようななか、当社は中期経営計画「ＷＰ５１５」の実現に向けて、当社のグローバルブランドとしての認知

の向上と、製品ラインのさらなる拡大を進め、引き続きグローバルリーダーシップの強化と事業拡大を図ってまい

ります。研究開発分野では新製品・新技術の開発を進めることにより継続的な成長のための事業基盤を強化いたし

ます。併せて、今後の成長と収益を支えるために不可欠なグローバルなSCM（生産物流）体制およびQA（品質保証）

体制の構築・整備に引き続き努めていきます。

　ECS事業におきましては、電気設計CAD分野における「ECAD/dio（イーキャド・ディオ）」シリーズの開発と販売

を柱として売上げのさらなる増加をめざします。また、PDM（製品情報管理）分野において培ったシステム構築力を

もとに、事業部が抱える既存顧客に対して様々なソリューション提案を行うことでビジネスの拡大をめざします。

　※　業績の見通しにつきましては、当社が発表日現在で入手可能な情報に基づいて判断したものであります。見

通しに内在する様々な不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる

場合があります。
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(2）財政状態に関する分析

① 資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末における資産の残高は、前連結会計年度末と比べ4,119,328千円増加し、25,152,191千円となり

ました。主な要因としては、現金及び預金が2,364,510千円、受取手形及び売掛金が1,295,848千円増加したことに

よるものであります。

　負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1,087,151千円増加し、8,832,110千円となりました。主な要因としては、

一年内償還予定社債700,000千円の減少があったものの、支払手形及び買掛金が570,392千円、未払法人税等が795,866

千円及び未払金が422,258千円増加したことによるものであります。

　純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ3,032,177千円増加し、16,320,081千円となりました。主な要因として

は、当期純利益が2,853,274千円と高水準であったため、利益剰余金が前連結会計年度末に比べ2,412,674千円増加

したことによるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ、2,364,510千

円増加（前年同期は6,109,456千円増加）し、当連結会計年度末では、12,707,153千円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は3,757,594千円（前年同期比65.5％増）となりました。これは主に、売上債権等の

増加額1,746,231千円があったものの、税金等調整前当期純利益が4,738,219千円と好調であったこと、たな卸資産

の減少額527,642千円等があったこと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、323,475千円（前年同期は92,576千円の使用）となりました。これは主に、固定

資産の取得による支出326,776千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）

　財務活動の結果使用した資金は、1,228,985千円（前年同期は3,720,490千円の獲得）となりました。これは主に、

社債の返還による支出700,000千円、株主への配当金の支払額409,286千円等によるものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。

第21期
平成16年３月期

第22期
平成17年３月期

第23期
平成18年３月期

第24期 
平成19年３月期 

自己資本比率（％） 43.9 47.5 63.2 64.9

時価ベースの自己資本比率（％） 561.6 530.5 457.1 547.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 2.7 2.0 0.8 0.2

インタレスト・カバレッジ・レシオ 21.8 31.8 68.3 234.2

　自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注）１．いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

（注）２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注）３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

（注）４．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており

ます。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定

した配当を継続していくことを基本方針としております。

　当期の配当につきましては、上記の方針に基づき１株当たり1,500円とします。この結果、当期の配当性向は21.8％

となります。 

　内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市

場ニーズに応える技術・製品開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るために有効投資してまいり

たいと考えております。

　配当性向としましては、内部留保を確保するとともに、当社へのグローバルな投資を喚起することを目的として連

結ベースで20％以上を基本とし、長期的にその向上をめざしてまいります。また、事業計画、財政状態及び経営成績

を総合的に勘案して、配当性向20％以上が困難な場合でも１株当たり500円以上の配当は安定的に行う方針であります。

　当社は、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」

旨定款に定めておりますが、その運用につきましては、配当事務にかかるコストも考慮し、従来どおり、配当原資が

確定する期末日を基準とする年一回の現金配当を継続したく考えております。また、株主優待制度につきましては、

配当以外での利益還元を望まれない株主様もいらっしゃいますので、公平性の観点から導入せず、現金配当のみで利

益還元を継続する方針です。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま

す。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在(平成19年３月31日)現在において、当社グループ

が判断したものであります。

①電子ペン・タブレットを中心とする電子機器事業への依存　

　当社グループの売上高及び利益において、電子ペン・タブレットを中心とする電子機器事業の比重が大きなもの

となっております。したがって、当事業における製品価格の過度の下落、新規参入などによる競争の激化、市場規

模の縮小などが発生した場合に、業績に影響を及ぼす可能性があります。

②経営成績の季節的な変動

　当社グループの業績は、クリスマス商戦、年末商戦や国内における年度末需要などの影響により、下期に増加す

る傾向があります。また、製品投入の時期によって四半期の業績が変動する可能性があります。

③海外マーケットへの依存度

　当社グループは、国境・地域を越えた購買層を販売の対象としているため、海外マーケットにおける競争力の維

持が事業発展に不可欠であります。特に、プロフェッショナル向けは、海外のグラフィックス業界の動向と大きく

連動しております。また、コンシューマ向けにおいても海外マーケットへの依存度は高く、世界主要地域の経済動

向、PC市場動向等が業績に影響を及ぼす可能性があります。

④為替変動リスク等

　当社グループは、プロフェッショナル向け製品の一部及び当社独自の基幹部品を日本で生産し、残りの電子機器

製品のほとんどを中華民国（台湾）及び中華人民共和国の外注製造会社（ユニバーサル　サイエンティフィック　

インダストリアル　カンパニー　リミテッド等）にて生産し、いずれの種類の製品も、日本国内及びアジア地域に

関しては当社で、アメリカ、ヨーロッパ地域、中華人民共和国、大韓民国（韓国）及びオセアニアについては海外

子会社を通じて販売しております。現在、決済通貨は米ドル、ユーロ、日本円ですが、そのうち米ドルによる決済

額が最も大きくなっております。米ドルに関しては、中華民国（台湾）及び中華人民共和国からの製品購入と、ア

メリカ及びアジア・オセアニア地域への米ドルによる製品販売の決済額をバランスすることを基本としていますが、

販売地域別の製品ラインの動向や為替変動などを総合的に勘案しつつ、為替リスクの削減に努めております。また、

ユーロなどの米ドル以外の通貨に関しては、変動幅などを考慮しつつ、為替予約等の柔軟な運用により為替リスク

の削減に努めております。しかしながら、為替に急激な変動がある場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤知的財産権への抵触・侵害等

　当社グループは、新製品の開発・発売に際し、他社及び個人の特許権・商標権等への抵触・侵害が発生しないよ

う現地特許事務所等を利用して事前調査を行い、可能性が予見できる場合には回避策をとるなど、他社及び個人の

知的財産権の侵害を未然に防止できるよう、万全の注意を払っております。しかしながら、各国の法制度の違いや、

データベース調査の限界によって十分に予見できないケースや、当社製品の発売後に権利化された特許権等に抵触

するなどの可能性は完全に排除することはできません。そのような場合には、他社又は個人から特許権等の知的財

産権の侵害としてクレームを受けたり、提訴される可能性があります。そのクレームの程度と経過によっては、業

績に影響を及ぼす可能性があります。

　一方、当社グループの特許権等の知的財産権へ他社から侵害があった場合、クレームや訴訟等断固たる処置をと

りますが、経過によっては、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの特許権等の知的財産権

の権利期間が満了したり、あるいは特許訴訟や無効審判請求などによって特許権利範囲の変更や無効の判断が出さ

れた場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥独占禁止法適用等

　世界主要地域において、当社グループのタブレット市場シェア（平成11年３月のパシフィック　テクノロジー　

アソシエイツ社の調査による平成10年における当社の世界市場シェアは、出荷台数ベースで40％となっております。

また、株式会社ＢＣＮの調査によれば平成18年における当社タブレットの国内シェアは96.7％となっております）

がさらに拡大し、各国政府より、当社グループが技術の発達や自由な競争を妨げ、市場の発展や顧客利益を損なっ

ていると判断された場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦法的規制の変更等

　当社製品が販売されている各国においては、電磁波規制や安全規定、製造物責任（PL）関連法等が定められてい

ます。当社グループは、法規制の動向に留意し、製品・サービスの迅速な対応に努めておりますが、新規規制の制

定や規制変更に関して充分な対応がとれない場合、また、我が国または当社製品の外注生産委託先国において、輸

出規制または輸入規制の変更があった場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑧地域特定競合メーカーの台頭等
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　当社グループは、グローバル市場を指向した製品開発、マーケティングを基本戦略としていますが、特定の地域

に特化した競合メーカーが、地域内シェアの獲得のために極端な市場戦略をとったり、国内産業保護政策などを利

用して当社グループの参入を阻害したりする場合等には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑨地域紛争等に係るもの

　中華民国（台湾）や中華人民共和国等において地域紛争が発生する場合、前記外注製造会社による製品の製造や

物流活動、アジア地域及び当社の中国子会社の販売活動等に支障を生じる可能性があります。また、他の販売地域

においても地域紛争などにより販売活動が影響を受け、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑩生産拠点

　当社グループは前述したように、ほとんどの製品は、中華民国（台湾）及び中華人民共和国の前記外注製造会社

で生産し、一部のプロフェッショナル向け製品等に関しては、当社の本社工場（埼玉県北埼玉郡大利根町）で生産

しています。前記外注製造会社は、大量生産能力とコスト競争力に加えて、急速な需要変動に対応する供給力を備

えており、当社事業戦略上の重要な位置を占めています。しかしながら、今後、前記外注製造会社の経営上の問題、

あるいは、同社または当社の工場において自然災害等の不慮の事故が発生し、製品の継続的生産が難しくなる場合、

もしくは、外注製造会社の工場を変更または追加し、工場側の習熟に時間を要するような場合には、業績に影響を

及ぼす可能性があります。

⑪基幹部品、部材の供給と価格

　今後、プラスチックケースや汎用部品のコストが上昇したり、IC、プリント基板、液晶等の汎用基幹部品が不足

する場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、ペンスイッチ用セラミック部品やカスタムICなど当

社独自の基幹部品についても、セラミックメーカーやICメーカーからの継続的供給に問題が発生するなど、当社製

品の生産台数の増加に対応した供給体制に問題が生じる場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。当社グ

ループは、基幹部品についてのセカンドソースの早期確保や代替部品の開発に努めておりますが、汎用部品に関し

ては、長期需要予測による早期部品手配などによりリスクとコストの削減を図る必要があります。なお、当社グルー

プまたは外注製造会社が調達する部品に含まれる重金属・プラスチック等の素材について、各国の法規制または当

社製品の販売先の基準等により使用または使用量の制限等に変更がある場合には、部品・設計の変更等が必要とな

り、製造コストや管理コストが上昇するなど、業績に影響を及ぼす可能性があります。また、かかる部品を含む製

品を販売した後に、これらの規制または基準が変更された場合にも、製品の取替が要求されるなど、業績に影響を

及ぼす可能性があります。

⑫当社技術の陳腐化の可能性

　当社グループは、技術動向に留意し他社技術を積極的に評価しつつ、現行のタブレット技術に限定されない技術

開発を進めて行く必要がありますが、当社技術が短期間で陳腐化したり、タブレットとは全く異なる入力手段が出

現し、それが急速に普及したりした場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑬OSやCPUなどのプラットフォームの変化

　当社グループでは、主にマイクロソフト社のWindows OS、アップル・コンピュータ社のMac OSに対応した製品を

主力としており、製品構成上は、ハードウェアは共通であり、ドライバーソフトウェアのみが対応するOSによって

異なっております。今後、当社製品が新規に登場または普及するOSやCPU等の新しいプラットフォームへの対応に遅

れたり、互換性確保に問題が起きた場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑭当社製品を搭載したOEM顧客製品との競合

　当社グループは、ペン・センサーコンポーネントビジネスに注力すべく、PCメーカー等にペン・センサーコンポー

ネントのOEM供給を積極的に行う方針であります。しかし、今後、当社製品を搭載したOEM顧客製品の普及に伴い、

当該製品が当社製品と競合関係となる可能性があります。

⑮新規参入の可能性

　電子ペン入力の市場が広がっていくに従って、新規ペン入力製品やペン入力の代替製品等で新規参入があり、当

該製品が当社製品と競合関係となる可能性があります。

⑯新株予約権（ストックオプション）の付与について

　当社グループは、当社及び当社子会社の取締役及び従業員の経営参画意識を高めることを通じて業績向上を図る

ために、旧商法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションを発行しており、これら

のストックオプションが行使されれば新株が発行されるため、当社の１株当たりの株式価値は希薄化、短期的な需

給バランスの変動が生じ、株価形成へ影響を及ぼす可能性があります。

⑰製品の欠陥または重大な品質問題

　当社グループは、品質維持に万全を期しております。しかし、将来にわたり、すべての製品において欠陥がなく、

重大な品質問題やリコールが発生しないという保証はありません。仮に、製造物責任賠償や大規模なリコールにつ

ながる欠陥が明らかとなった場合は、賠償金その他による多額のコストはもとより、当社グループ及び当社製品へ

の信頼・評価に深刻な影響を与え、業績に影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 

　当社は、電子機器事業関連の６統括、ECS事業部、財務本部と総務本部により構成されております。

　財務本部と総務本部を除く事業部門は、製品別に構成されており、以下のとおりになっております。

電子機器事業部門………タブレット、ペン・センサーコンポーネント及び関連するソフトウェアの開発・製造・販

売業務

ECS事業 …………………コンピュータによる設計製造支援システムCAD／PDM関連製品の開発・販売業務及びPDM関連

製品のサポート・保守支援業務

　また、当社グループは当社及び海外連結子会社８社〔ワコムテクノロジーコーポレーション（米国）、ワコムヨーロッ

パゲーエムベーハー（ドイツ）、ワコムチャイナコーポレーション（中国）、ワコムコンポーネントヨーロッパ（英

国）、ワコムデジタルソリューションズ（韓国）、ワコムオーストラリア（豪州）、ワコムホンコン（香港）、ワコム

シンガポール（シンガポール）〕より構成されております。

　（注）１．タブレットとは、「電子ペンを使ってコンピュータ上に自由に文字や絵を描ける入力装置」のことです。

２．ECSとは、Engineering Collaborative Solutionsの略で、製造業のIT化を推進し、業務改善に対する最適

なシステム構築への解決策を提供する、という意味を込めた造語です。

(1）事業系統図

　当社グループの事業を系統図によって示すと次のとおりであります。

 

電子機器 

製品 

製品 製品 サービス 

ECS 

製品 

◎ワコムヨーロッパゲーエムベーハー 

◎ワコムテクノロジーコーポレーション 

◎ワコムチャイナコーポレーション 

◎ワコムデジタルソリューションズ 

◎ワコムオーストラリア 

◎ワコムホンコン 

◎ワコムコンポーネント 

ヨーロッパ 

◎ワコムシンガポール 

お  客  様 （国内・海外） 

　（注）１．◎は連結子会社です。

２．ワコムコンポーネントヨーロッパは、ワコムヨーロッパゲーエムベーハーの100％子会社です。

３．平成18年４月４日付でワコムホンコン、平成18年５月22日付でワコムシンガポールを設立いたしました。
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名称
（　）内は英文名

住所
資本金
（千円）

主要な事
業の内容
(注)１.

議決権の
所有割合
（％）

関係内容

連結子会社

ワコムヨーロッパゲーエムベーハー

(Wacom Europe GmbH)

（注）２．（注）３． 

ドイツ連邦共和国

クレフェルド市
557,648 電子機器 100.0

役員の兼任　３名

当社電子機器製品の欧州、

アフリカ、中東での販売

ワコムテクノロジーコーポレーショ

ン

(Wacom Technology Corporation)

（注）２．（注）３． 

アメリカ合衆国

ワシントン州

バンクーバー市

582,552 電子機器 100.0

役員の兼任　３名

当社電子機器製品の北中

南米地区での販売及びソ

フトウェア開発

ワコムチャイナコーポレーション

(Wacom China Corporation)

中華人民共和国

北京市
89,789 電子機器 100.0

役員の兼任　１名

当社電子機器製品の中国

本土での販売

ワコムコンポーネントヨーロッパ

(Wacom Components Europe Ltd.)

（注）４．

英国

（グレートブリテ

ン及び北部アイル

ランド連合王国）

ケンブリッジ市

0 電子機器
100.0

(100.0)

役員の兼任　なし

ペン・センサーコンポー

ネント分野のマーケティ

ング・研究開発拠点

ワコムデジタルソリューションズ

(Wacom Digital Solutions

 Co.,Ltd)

大韓民国

ソウル特別市
97,473 電子機器 100.0

役員の兼任　３名

当社電子機器製品の韓国

での販売

ワコムオーストラリア

(Wacom Australia Pty. Ltd.)

オーストラリア

ノースライド市
43,220 電子機器 100.0

役員の兼任　２名

当社電子機器製品の豪州

での販売

ワコムホンコン 

(Wacom Hong Kong Limited) 

（注）５．

中華人民共和国

香港市
0 電子機器 100.0

役員の兼任　２名

当社電子機器製品の香港

での販売

ワコムシンガポール 

(Wacom Singapore Pte. Ltd.) 

（注）５．

シンガポール

シンガポール市
21,329 電子機器 100.0

役員の兼任　２名

当社電子機器製品の東南

アジア及び南アジアでの

マーケティング拠点

　（注）１．「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める比率が10％を超えております。

ワコムヨーロッパゲーエム
ベーハー

ワコムテクノロジーコーポ
レーション

主要な損益情報等 (1）売上高 6,417,630千円 9,179,353千円

(2）経常利益 779,647千円 1,088,718千円

(3）当期純利益 497,917千円 712,128千円

(4）純資産額 2,534,939千円 3,529,265千円

(5）総資産額 3,534,517千円 4,536,932千円

４．「議決権の所有割合」の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

５．当社は、平成18年４月４日付で香港に100％子会社ワコムホンコン、平成18年５月22日付でシンガポールに

100％子会社ワコムシンガポールを設立いたしました。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、人間とテクノロジーの調和ある発展を追求し、より豊かで創造的な暮らしを実現したいと願っております。

そのために、自然で直感的なユーザーインターフェース技術で、世界に貢献するグローバルリーダーをめざしており

ます。その際に重要なことは、どんなに高度な技術を基盤としていてもお客様にはそれを感じさせない、「人が直感

的に使用できる製品」を提供することと考えております。

　この信念が結実して提供される当社の製品とサービスに、お客様は満足と感動を覚えていただけるものと確信して

おります。そして当社もそれを励みとしてさらなる技術革新と事業成長に挑戦していけるものと考えております。

　また、グローバルに事業を展開するに際して、企業の果たすべき社会的責任を真摯に受け止め、コンプライアンス

の徹底とコーポレート・ガバナンスの継続的な強化に努めてまいります。

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、企業価値の向上をめざして、業務改革を通じた生産性の向上を伴う事業拡大を推し進め、平成22

年３月期までに連結売上高を500億円以上、連結売上高営業利益率を15％以上とすることを目標とする経営指標とし、

中期経営計画「ＷＰ５１５」において公表しております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、「ユーザーインターフェース・ソリューション」分野を主要事業分野と位置付け、タブレット製品事業と

コンポーネント製品事業をグローバルに展開することで、来るべき「デジタルペーパー時代」のデファクトスタンダー

ドとなることをめざしています。そのために、技術・製品開発やパートナーシップ拡大に積極的に取り組むとともに、

財務体質を強化しつつ、バランスの取れた経営を行ってまいります。

　平成17年10月に策定した中期経営計画「ＷＰ５１５」の目標達成のために、リーダーシップのさらなる強化、コン

ポーネント製品事業の拡大、グローバルなSCM（サプライ・チェーン・マネジメント）体制の構築、研究開発体制の強

化と製品ラインの拡大、顧客満足度の向上、業務改革を通じた生産性の向上、キャッシュ・フロー経営の重視を徹底

してまいります。また、平成17年３月期に定めた新しい「ビジョン」・「ミッション」・「バリュー」の啓蒙を通じ

て優れたグローバルな組織文化の構築を図るとともに、人事制度改革を通じて、社員の能力を最大限に引き出し、民

族、国籍、性差にとらわれない、能力のある社員の積極的な登用と育成を進めてまいります。さらに、コンプライア

ンスの徹底とリスク管理体制の構築とその運用に全社で取り組んでまいります。

　電子機器事業におきましては、主要地域でタブレット製品ラインの安定した市場拡大が見込まれており、ブランド、

技術及び製品におけるグローバルリーダーシップを一層確立させてまいります。従来より圧倒的な支持を得ているプ

ロフェッショナルグラフィックス・タブレットに加え、個人ユーザーに利用が急増しているコンシューマグラフィッ

クス・タブレットのさらなる普及と新規用途拡大をめざします。今後高い成長が見込まれる液晶一体型タブレットに

おいては、従来の工業デザイン、医療分野に加えて、文教分野を含む新規利用分野の開発に努めてまいります。また、

急成長の見込まれるコンポーネント製品事業をタブレットPCから携帯電話、ゲーム機、情報家電などの新規分野へ多

角的に拡大することにより、成長と利益を確保してまいります。さらに、次世代新基幹技術の開発をリードすべく研

究開発機能の充実を図るとともに、新技術の取得などによる新規ビジネス開発にも力を注いでまいります。他社との

関係においては、グローバルリーダーとしての立場を最大限に活用し、OS、アプリケーション、ディスプレイ、ステー

ショナリー各社との協業を進めてまいります。

　ECS事業におきましては、電気設計CAD市場でのリーダ－シップを強化するために、「ECAD/dio（イーキャド・ディ

オ）」の機能・操作性をさらに強化してまいります。また、PDM（製品情報管理）分野において培ったシステム構築力

をもとに既存顧客に対して様々なソリューション提案を行うことによりビジネスの拡大をめざします。
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(4）会社の対処すべき課題

　当社グループは、中期経営計画「ＷＰ５１５」を達成するにあたり、以下のような内容を対処すべき課題と捉え、

グループ全体で取り組んでおります。

　グループ全体としては、ユーザーインターフェース・ソリューション分野におけるグローバルリーダーをめざすた

めに、継続的に企業価値の向上を図っていくことが重要であると考えております。そのためには、独自技術の開発や

特許取得などによる知的財産のさらなる拡大、タブレット市場におけるマーケットリーダーシップの強化、グローバ

ルな事業基盤の強化やパートナーシップ拡大などに取り組む必要があります。また、マイクロソフト社の新基本ソフ

ト、ウィンドウズ・ビスタにおいてペン機能が標準サポートされるなど、今後タブレットの利用がグラフィックス分

野から一般PCユーザーへと拡大していくなか、グローバルブランディング活動の展開など、長期的な競争力の向上に

向けたグローバルな認知の向上にも取り組んでまいります。また、グループ全体において業務改革を継続的に推進し、

グローバル経営を支えるIT支援システムの導入などを通して経営効率と生産性のさらなる向上に努めていくことが必

要と考えております。

　また、昨年施行された会社法ならびに成立した金融商品取引法に対応し、グループ全体での内部統制とリスク管理

を充実させ、ガバナンスの強化に努めてまいります。 

　電子機器事業においては、グラフィックス・タブレット市場におけるグローバルリーダーとしての地位をさらに強

固なものにしつつ、今後も新規製品ラインを充実させてまいります。プロフェッショナル分野における絶対的優位性

に加え、コンシューマ分野においては製品ラインを拡充し需要拡大に努めてまいります。特に、ウィンドウズ・ビス

タによるペン機能の標準サポートを市場拡大機会として活用し、一般PCユーザーへのさらなる普及を図ります。液晶

一体型タブレット分野に関しては、製品ラインの拡大に加え、価格競争力を強化するとともに、営業体制及びサポー

ト体制を充実して、教育や医療分野などでのさらなる需要拡大と新分野の開拓に努めてまいります。

　コンポーネント分野においては、ペン・センサー技術に加えてタッチパネルの技術を確立し、タブレットPC分野で

の販売を強化するとともに、その利用分野をデスクトップPCへと拡大してまいります。また、センサー一体型液晶モ

ジュールの供給、PDAや携帯電話などの小型情報機器への利用拡大を図ります。さらに、今後の事業成長を支えるため

のグローバルな組織強化、業務の標準化などを推し進め、継続的成長の基盤作りに努めます。

　生産・物流体制については、生産体制のグローバル化により海外生産比率が高まるなか、EDI－PO（電子データ交換

－購買発注）システム及びPDM（製品情報管理）システムの新規導入などを通して、生産委託先の海外EMS各社との連

携を強め、サプライチェーン全体の改革とグローバルSCM機能の強化に取り組みます。

　品質管理体制については、品質管理システムと環境管理システムを統合し、当期新たに導入した新QMS（品質マネジ

メントシステム）の定着を図ることにより、グローバルなQA(品質保証）体制の構築・整備に引き続き努めてまいりま

す。 また、保守、サービスにおいても、グローバルな体制を整備し、顧客満足の向上を図ってまいります。

　ECS事業においては、国内における製造業の設備投資が順調に進展しており、既存の電気設計用CADシステムの更新、

追加とともに他社システムからの変更による新規導入も目立ってきています。国内における電気設計用CAD市場は数社

のシステムに絞られてきており、当社は主力製品である「ECAD/dio（イーキャド・ディオ）」にユーザー要望とウィ

ンドウズ・ビスタの新技術動向を取り込んで機能をアップすることにより、本市場におけるシェアを伸ばしてまいり

ます。また、PDM（製品情報管理）分野において培ったシステム構築力をもとに、「ECAD/dio（イーキャド・ディオ）」

のユーザーをはじめとした既存ユーザーに対して様々なソリューション提案を行うことでビジネスの拡大をめざしま

す。

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 10,342,643 12,707,153 2,364,510

２．受取手形及び売掛
金

※３ 3,085,377 4,381,225 1,295,848

３．たな卸資産 2,555,966 2,121,745 △434,221

４．繰延税金資産 340,202 595,839 255,637

５．未収入金 388,922 991,939 603,017

６．前渡金 71,058 108,791 37,733

７．その他 173,593 188,162 14,569

貸倒引当金 △34,939 △137,097 △102,158

流動資産合計 16,922,822 80.5 20,957,757 83.3 4,034,935

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1) 建物及び構築物 ※１ 3,212,108 3,140,788

減価償却累計額 1,601,687 1,610,421 1,515,100 1,625,688 15,267

(2) 機械装置及び運
搬具

154,057 178,803

減価償却累計額 71,811 82,246 79,511 99,292 17,046

(3) 工具器具備品 1,360,974 1,489,354

減価償却累計額 1,056,873 304,101 1,122,925 366,429 62,328

(4) 土地 ※１ 1,472,943 1,473,559 616

有形固定資産合計 3,469,711 16.5 3,564,968 14.2 95,257

２．無形固定資産

(1) ソフトウェア 363,419 406,729 43,310

(2) ソフトウェア仮
勘定

－ 8,277 8,277

(3) 特許権 － 23,125 23,125

(4) その他 11,553 10,791 △762

無形固定資産合計 374,972 1.8 448,922 1.8 73,950
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産

(1) 投資有価証券  55,804 56,394 590

(2) 敷金・差入保証
金

100,427 115,335 14,908

(3) 長期未収入金 37,935 5,591 △32,344

(4) 繰延税金資産 64,967 3,024 △61,943

(5) その他 9,738 2,810 △6,928

貸倒引当金 △3,513 △2,610 903

投資その他の資産
合計

265,358 1.2 180,544 0.7 △84,814

固定資産合計 4,110,041 19.5 4,194,434 16.7 84,393

資産合計 21,032,863 100.0 25,152,191 100.0 4,119,328
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛
金

※３ 3,389,839 3,960,231 570,392

２．短期借入金 ※１ 600,000 600,000 －

３．一年内償還予定社
債

 700,000 － △700,000

４．一年内返済予定長
期借入金

※１ 117,600 70,000 △47,600

５．未払法人税等 567,273 1,363,139 795,866

６．未払金 744,111 1,166,369 422,258

７．前受金 132,416 180,545 48,129

８．賞与引当金 443,702 490,691 46,989

９．役員賞与引当金 － 29,800 29,800

10．その他 254,346 308,837 54,491

流動負債合計 6,949,287 33.0 8,169,612 32.5 1,220,325

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 ※１ 70,000 － △70,000

２．繰延税金負債 － 64,332 64,332

３．退職給付引当金 293,046 331,865 38,819

４．役員退職慰労引当
金

219,125 259,298 40,173

５．その他 213,501 7,003 △206,498

固定負債合計 795,672 3.8 662,498 2.6 △133,174

負債合計 7,744,959 36.8 8,832,110 35.1 1,087,151

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※２ 3,803,231 18.1 － － △3,803,231

Ⅱ　資本剰余金 3,644,654 17.3 － － △3,644,654

Ⅲ　利益剰余金 5,567,934 26.5 － － △5,567,934

Ⅳ　為替換算調整勘定 272,085 1.3 － － △272,085

資本合計 13,287,904 63.2 － － △13,287,904

負債及び資本合計 21,032,863 100.0 － － △21,032,863
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前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  3,988,001 15.9 3,988,001

２．資本剰余金   － －  3,829,418 15.2 3,829,418

３．利益剰余金   － －  7,980,608 31.7 7,980,608

　　株主資本合計   － －  15,798,027 62.8 15,798,027

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．為替換算調整勘定   － －  522,054 2.1 522,054

　　評価・換算差額等合
計

  － －  522,054 2.1 522,054

純資産合計   － －  16,320,081 64.9 16,320,081

負債純資産合計   － －  25,152,191 100.0 25,152,191
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 23,992,206 100.0 28,787,066 100.0 4,794,860

Ⅱ　売上原価 12,021,444 50.1 13,759,425 47.8 1,737,981

売上総利益 11,970,762 49.9 15,027,641 52.2 3,056,879

Ⅲ　販売費及び一般管理費
※1、
2

8,546,397 35.6 10,463,048 36.3 1,916,651

営業利益 3,424,365 14.3 4,564,593 15.9 1,140,228

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 48,617 155,229

２．その他 22,092 70,709 0.3 24,875 180,104 0.6 109,395

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 36,768 15,075

２．為替差損 12,866 77,064

３．新株発行費 49,170 －

４．株式交付費 － 6,437

５．その他 8,857 107,661 0.5 7,632 106,208 0.4 △1,453

経常利益 3,387,413 14.1 4,638,489 16.1 1,251,076

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 43,526 3,649

２．固定資産売却益 ※３ 880 1,461

３．貸倒引当金戻入益  301 431

４．関税還付金 － 44,707 0.2 136,550 142,091 0.5 97,384

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※４ 371 1,882

２．固定資産除却損 ※５ 12,289 40,479

３．会員権評価損 10,301 －

４．保険解約損 ※６ 8,481 31,442 0.1 － 42,361 0.1 10,919

税金等調整前当期純
利益

3,400,678 14.2 4,738,219 16.5 1,337,541

法人税、住民税及び
事業税

1,282,293 2,015,214

法人税等調整額 △27,436 1,254,857 5.2 △130,269 1,884,945 6.6 630,088

当期純利益 2,145,821 9.0 2,853,274 9.9 707,453
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 1,441,855

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．増資による新株の発行 2,202,751

２．新株引受権の行使による
資本剰余金への振替額

48 2,202,799

Ⅲ　資本剰余金期末残高 3,644,654

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 3,628,023

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 2,145,821 2,145,821

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 191,910

２．役員賞与
（うち監査役賞与）

14,000
(2,500)

205,910

Ⅳ　利益剰余金期末残高 5,567,934
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 3,803,231 3,644,654 5,567,934 13,015,819

連結会計年度中の変動額

新株の発行 184,770 184,764  369,534

剰余金の配当（注）   △412,600 △412,600

役員賞与（注）   △28,000 △28,000

当期純利益   2,853,274 2,853,274

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

184,770 184,764 2,412,674 2,782,208

平成19年３月31日　残高（千円） 3,988,001 3,829,418 7,980,608 15,798,027

評価・換算差額等 

純資産合計
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成18年３月31日　残高（千円） 272,085 272,085 13,287,904

連結会計年度中の変動額

新株の発行   369,534

剰余金の配当（注）   △412,600

役員賞与（注）   △28,000

当期純利益   2,853,274

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

249,969 249,969 249,969

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

249,969 249,969 3,032,177

平成19年３月31日　残高（千円） 522,054 522,054 16,320,081

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

税金等調整前当期純利益 3,400,678 4,738,219 1,337,541

減価償却費 222,327 237,819 15,492

ソフトウェア償却費 142,829 146,360 3,531

新株発行費 49,170 － △49,170

株式交付費 － 6,437 6,437

貸倒引当金の増加額 11,717 81,894 70,177

賞与引当金の増加額 205,526 41,492 △164,034

役員賞与引当金の増加額 － 29,800 29,800

退職給付引当金の増加額 26,903 38,407 11,504

役員退職慰労引当金の増加額 63,401 40,173 △23,228

受取利息及び受取配当金 △48,617 △155,229 △106,612

支払利息 36,768 15,075 △21,693

為替差損（△は益） △24,198 1,874 26,072

会員権評価損 10,301 － △10,301

固定資産売却損及び除却損 12,660 42,361 29,701

固定資産売却益 △880 △1,461 △581

保険解約損 8,481 － △8,481

投資有価証券売却益 △43,526 △3,649 39,877

売上債権等の減少額
 （△は増加額）

13,138 △1,746,231 △1,759,369

たな卸資産の減少額
 （△は増加額）

△813,204 527,642 1,340,846

その他の資産の増加額 △71,266 △23,489 47,777

仕入債務の増加額
 （△は減少額）

△4,393 494,703 499,096

その他の負債の増加額 146,172 414,644 268,472

役員賞与金 △14,000 △28,000 △14,000

小計 3,329,987 4,898,841 1,568,854

利息及び配当金の受取額 48,617 155,229 106,612

利息の支払額 △33,225 △16,045 17,180

法人税等の支払額 △1,075,204 △1,280,431 △205,227

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

2,270,175 3,757,594 1,487,419
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

有形固定資産の取得による支出 △171,609 △203,382 △31,773

無形固定資産の取得による支出 △2,825 △23,319 △20,494

自社利用ソフトウェア取得によ
る支出

△20,987 △86,903 △65,916

ソフトウェア取得による支出 △36,721 △13,171 23,550

固定資産の売却による収入 6,287 7,936 1,649

投資有価証券売却による収入 66,882 3,288 △63,594

敷金・差入保証金の払込による
支出

△10,820 △15,279 △4,459

敷金・差入保証金の返還による
収入

15,440 1,204 △14,236

保険解約による収入 70,117 － △70,117

保険積立金の積立による支出 △5,873 － 5,873

その他 △2,467 6,151 8,618

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△92,576 △323,475 △230,899

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

      社債の償還による支出 － △700,000 △700,000

長期借入金の返済による支出 △399,400 △117,600 281,800

短期借入金の純増加額 100,000 － △100,000

長期未払金の支払による支出 △144,535 △365,196 △220,661

株式発行による収入 4,356,335 363,097 △3,993,238

株主への配当金の支払額 △191,910 △409,286 △217,376

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

3,720,490 △1,228,985 △4,949,475

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

211,367 159,376 △51,991

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 6,109,456 2,364,510 △3,744,946

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,233,187 10,342,643 6,109,456

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 10,342,643 12,707,153 2,364,510
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　６社

連結子会社の名称

ワコムヨーロッパゲーエムベーハー

ワコムテクノロジーコーポレーショ

ン

ワコムチャイナコーポレーション

ワコムコンポーネントヨーロッパ

ワコムデジタルソリューションズ

ワコムオーストラリア

(1）連結子会社の数　８社

連結子会社の名称

ワコムヨーロッパゲーエムベーハー

ワコムテクノロジーコーポレーショ

ン

ワコムチャイナコーポレーション

ワコムコンポーネントヨーロッパ

ワコムデジタルソリューションズ

ワコムオーストラリア

ワコムホンコン

ワコムシンガポール

　上記のうち、ワコムオーストラリアにつ

いては、当連結会計年度において新たに設

立したため、連結範囲に含めております。

　上記のうち、ワコムホンコン及びワコム

シンガポールについては、当連結会計年度

において新たに設立したため、連結範囲に

含めております。

(2）主要な非連結子会社の名称等

該当事項はありません。

(2）主要な非連結子会社の名称等

同左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社数　－社 持分法適用の関連会社数　－社

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社のうち、ワコムチャイナコー

ポレーションの決算日は12月31日でありま

す。

　連結財務諸表の作成に当たっては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。

同左

４．会計処理基準に関する事

項

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法

イ．有価証券

その他有価証券

イ．有価証券

その他有価証券

　時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

　時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

　時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

ロ．デリバティブ

時価法を採用しております。

ロ．デリバティブ

同左

ハ．たな卸資産

　当社は、主として総平均法による原価

法を、また在外連結子会社は先入先出法

による低価法を採用しております。

ハ．たな卸資産

同左

㈱ワコム (6727) 平成 19 年 3 月期決算短信

－ 23 －



項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ．有形固定資産

　当社は定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（附属設備を除

く）は定額法）を採用し、在外連結子会

社は主として定額法を採用しております。

　なお主な耐用年数は次のとおりであり

ます。

イ．有形固定資産

同左

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ５～13年

工具器具備品 ２～20年

ロ．無形固定資産

　自社利用目的のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。また、

市場販売目的ソフトウェアについては、

見込販売数量に基づき償却（３年均等配

分額を下限とする）しております。

ロ．無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用目的のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっておりま

す。また、市場販売目的ソフトウェアに

ついては、見込販売数量に基づき償却

（３年均等配分額を下限とする）してお

ります。

(3）重要な引当金の計上基

準

イ．貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

るため、当社は、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

　また、在外連結子会社は、主として特

定の債権について回収不能見込額を計上

しております。

イ．貸倒引当金

同左

ロ．賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

ロ．賞与引当金

同左

ハ．　　　　────── ハ．役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。

（会計方針の変更） 

　当連結会計年度より、「役員賞与に関

する会計基準」（企業会計基準第４号　

平成17年11月29日）を適用しております。

これにより、営業利益、経常利益及び税

金等調整前当期純利益は29,800千円減少

しております。なお、セグメントに与え

る影響は、当該箇所に記載しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

ニ．退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、主と

して当連結会計年度末における退職給付

債務に基づき計上しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処理することと

しております。

ニ．退職給付引当金

同左

ホ．役員退職慰労引当金

　役員及び執行役員の退職慰労金の支出

に備えるため内規に基づく将来支給見込

額のうち、当連結会計年度末までの発生

額を計上しております。

ホ．役員退職慰労引当金

同左

(4）在外連結子会社の会計

処理基準の差異

　在外連結子会社の財務諸表は、それぞれ

の国において一般に公正妥当と認められる

会計処理基準に基づいて作成しております。

同左

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

　なお、在外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は資本の部におけ

る為替換算調整勘定に含めて計上しており

ます。

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。

　なお、在外子会社等の資産及び負債は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、換算差額は純資産の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計上してお

ります。

(6）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・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によっております。

同左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜

方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は、原則として発生日以降

５年間で均等償却をしておりますが、金額

が僅少な場合は、発生時の損益として処理

しております。

────── 

７．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

────── 　のれん及び負ののれんは発生しておりま

せん。

８．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度において確定し

た利益処分に基づいて作成しております。

────── 

９．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３か月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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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

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。

 ──────

 ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は16,320,081千円

であります。 

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。  

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

（連結キャッシュ・フロー計算書）  ──────

　営業活動によるキャッシュ・フローの「賞与引当金の

増加額」は、前連結会計年度は「その他の負債の増加額」

に含めて表示しておりましたが、金額的に重要性が増し

たため区分掲記しております。

　　なお、前連結会計年度の「その他の負債の増加額」に

含まれている「賞与引当金の増加額（△は減少額）」は

△33,540千円であります。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１．担保資産及び担保付債務 ※１．　　　　　　　──────

建物及び構築物      1,153,184千円

土地      1,125,168千円

計     2,278,352千円

　上記物件について、短期借入金500,000千円、一年

内返済予定長期借入金117,600千円、長期借入金70,000

千円の担保に供しております。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式412,600株であ

ります。

※２．　　　　　　　──────

※３．　　　　　　　────── ※３．連結会計年度末日満期手形

　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であった

ため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度

末残高に含まれております。 

受取手形　　　　14,016千円

支払手形　　　 248,804千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日

至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

広告宣伝費      1,095,727千円

貸倒引当金繰入額      19,573千円

給与手当      1,904,750千円

退職給付引当金繰入額       64,780千円

役員退職慰労引当金繰入額       63,401千円

賞与引当金繰入額        442,507千円

広告宣伝費      1,263,232千円

貸倒引当金繰入額    116,577千円

給与手当    2,212,009千円

退職給付引当金繰入額      82,256千円

役員退職慰労引当金繰入額     40,173千円

賞与引当金繰入額       526,828千円

役員賞与引当金繰入額  29,800千円

支払手数料  1,052,158千円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、773,046千円

であります。

※２．一般管理費に含まれる研究開発費は、832,344千円

であります。

※３．固定資産売却益は、機械装置及び運搬具880千円で

あります。

※３．固定資産売却益は、機械装置及び運搬具1,333千円、

工具器具備品128千円であります。

※４．固定資産売却損は、機械装置及び運搬具140千円、

工具器具備品231千円であります。

※４．固定資産売却損は、機械装置及び運搬具1,874千円、

ソフトウェア8千円であります。

※５．固定資産除却損は、建物及び構築物1,222千円、機

械装置及び運搬具170千円、工具器具備品9,841千円、

ソフトウェア1,056千円であります。

※５．固定資産除却損は、建物及び構築物31,285千円、機

械装置及び運搬具397千円、工具器具備品8,797千円で

あります。

※６．保険解約損は、役員及び執行役員６名を被保険者と

する生命保険を解約したことによるものであります。

※６．　　　　　　　　──────
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 412,600 6,096 － 418,696

合計 412,600 6,096 － 418,696

自己株式

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（注）　普通株式の発行済株式総数の増加6,096株は、新株予約権の行使によるものであります。 

２．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月22日

定時株主総会
普通株式 412,600 1,000 平成18年３月31日 平成18年６月23日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月29日

取締役会
普通株式 628,044 利益剰余金 1,500 平成19年３月31日 平成19年６月１日

㈱ワコム (6727) 平成 19 年 3 月期決算短信

－ 28 －



（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係

（平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定期末残高   10,342,643千円

現金及び現金同等物の期末残高   10,342,643千円

（平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定期末残高  12,707,153千円

現金及び現金同等物の期末残高   12,707,153千円

（リース取引関係）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（有価証券関係）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（デリバティブ取引関係）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（退職給付関係）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（ストック・オプション等関係）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（税効果会計関係）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　最近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

電子機器事
業（千円）

ＥＣＳ事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 23,048,789 943,417 23,992,206 － 23,992,206

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 23,048,789 943,417 23,992,206 － 23,992,206

営業費用 18,473,856 790,971 19,264,827 1,303,014 20,567,841

営業利益 4,574,933 152,446 4,727,379 (1,303,014) 3,424,365

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 11,684,328 577,059 12,261,387 8,771,476 21,032,863

減価償却費 201,282 43,300 244,582 120,574 365,156

資本的支出 211,796 43,910 255,706 10,832 266,538

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列および管理上の事業区分を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電子機器事業
プロフェッショナルグラフィックス・タブレット、コンシューマグラフィックス・タ

ブレット、液晶一体型タブレット、ペン・センサーコンポーネント他

ＥＣＳ事業 ＥＣＡＤシリーズ、ＳＭＡＲＴＥＡＭ他

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,303,014千円であり、その主なも

のは当社の財務・総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、8,771,476千円であり、その主なものは、当社

での余剰運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門にかかる資産であります。

５．事業区分の方法の変更 

 当連結会計年度より、EHI事業部が電子機器事業関連のオペレーションズ統括に統合されたことにより、EHI

事業に係るセグメント情報は電子機器事業に含められております。なお、この事業区分の変更がセグメント

情報に与える影響は軽微であります。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

電子機器事
業（千円）

ＥＣＳ事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 27,864,338 922,728 28,787,066 － 28,787,066

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 27,864,338 922,728 28,787,066  28,787,066

営業費用 21,503,018 768,250 22,271,268 1,951,205 24,222,473

営業利益 6,361,320 154,478 6,515,798 (1,951,205) 4,564,593

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 14,182,435 643,493 14,825,928 10,326,263 25,152,191

減価償却費 299,484 34,575 334,059 50,120 384,179

資本的支出 349,856 27,475 377,331 190,099 567,430

　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列および管理上の事業区分を考慮して区分しております。

２．各区分に属する主要な製品

事業区分 主要製品

電子機器事業
プロフェッショナルグラフィックス・タブレット、コンシューマグラフィックス・タ

ブレット、液晶一体型タブレット、ペン・センサーコンポーネント他

ＥＣＳ事業 ＥＣＡＤシリーズ、ＳＭＡＲＴＥＡＭ他

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,951,206千円であり、その主なも

のは当社の財務・総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、10,326,263千円であり、その主なものは、当

社での余剰運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門にかかる資産であります。

５．会計方針の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)ハに記載のとおり、当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は29,800千円増加し、営業利益が同額

減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　最近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

日本
（千円）

米国
（千円）

欧州
（千円）

アジア・
オセアニ

ア
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
11,305,478 6,477,616 4,983,442 1,225,670 23,992,206 － 23,992,206

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高

6,997,712 148,960 150,098 74,418 7,371,188 (7,371,188) －

計 18,303,190 6,626,576 5,133,540 1,300,088 31,363,394 (7,371,188) 23,992,206

営業費用 15,851,924 5,392,638 4,171,090 1,104,981 26,520,633 (5,952,792) 20,567,841

営業利益 2,451,266 1,233,938 962,450 195,107 4,842,761 (1,418,396) 3,424,365

Ⅱ　資産 8,345,111 3,311,950 2,048,939 673,940 14,379,940 6,652,923 21,032,863

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　２．本邦、米国以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　欧州………………………ドイツ、英国

アジア・オセアニア……中国、韓国、オーストラリア

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,303,014千円であり、その主なも

のは当社の財務・総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、8,771,476千円であり、その主なものは、当社

での余剰運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門にかかる資産であります。

５．当連結会計年度において、オーストラリアに現地法人を設立したことに伴い、アジア・オセアニアには中国、

韓国及びオーストラリアを含めて表示しております。なお、当連結会計年度のアジア・オセアニアの中に含

まれる中国の売上高、営業費用及び営業利益の金額はそれぞれ565,000千円、512,587千円及び52,413千円で、

韓国の売上高、営業費用及び営業利益の金額はそれぞれ670,128千円、534,628千円及び135,500千円あります。
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当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

日本
（千円）

米国
（千円）

欧州
（千円）

アジア・
オセアニ

ア
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業利益

売上高

(1) 外部顧客に対する

売上高
11,030,123 9,085,617 6,417,305 2,254,021 28,787,066 － 28,787,066

(2) セグメント間の内

部売上高又は振替

高

11,650,894 93,736 111,136 60,937 11,916,703 (11,916,703) －

計 22,681,017 9,179,353 6,528,441 2,314,958 40,703,769 (11,916,703) 28,787,066

営業費用 17,592,167 8,354,690 5,713,430 2,031,055 33,691,342 (9,468,869) 24,222,473

営業利益 5,088,850 824,663 815,011 283,903 7,012,427 (2,447,834) 4,564,593

Ⅱ　資産 9,538,241 4,200,988 3,023,833 1,071,575 17,834,637 7,317,554 25,152,191

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

　２．本邦、米国以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。

　欧州………………………ドイツ、英国

アジア・オセアニア……中国、韓国、オーストラリア、香港、シンガポール

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、1,951,206千円であり、その主なも

のは当社の財務・総務部門等の管理部門にかかる費用であります。

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、10,326,263千円であり、その主なものは、当

社での余剰運用資金（現金及び有価証券）及び管理部門にかかる資産であります。

５．当連結会計年度において、香港及びシンガポールに現地法人を設立したことに伴い、アジア・オセアニアに

は中国、韓国、オーストラリア、香港及びシンガポールを含めて表示しております。なお、当連結会計年度

のアジア・オセアニアの中に含まれる中国、韓国及びオーストラリアの売上高、営業費用及び営業利益の合

計額は2,170,488千円、1,900,753千円及び269,735千円であります。

６．会計方針の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3)ハに記載のとおり、当連結会計年度より、「役

員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴

い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は29,800千円増加し、営業利益が同額

減少しております。
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ｃ．海外売上高

　最近２連結会計年度の海外売上高は、次のとおりであります。

前連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

北米 欧州 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 6,598,445 4,734,920 4,957,105 16,290,470

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 23,992,206

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
27.5 19.7 20.7 67.9

当連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

北米 欧州
アジア・
オセアニア

その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 9,137,505 6,280,986 5,993,800 265,769 21,678,060

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 28,787,066

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
31.8 21.8 20.8 0.9 75.3

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内容は次のとおりであります。

　北米……………米国、カナダ

　欧州……………英国、ドイツ、フランス、オランダ他

　アジア・オセアニア………韓国、台湾、オーストラリア、中国他

　その他………中東、南米、アフリカ等

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

４．従来、「その他」と表示し、注記において、主にアジア・オセアニア地域と記載しておりましたが、より明

瞭な開示を実施するため、当連結会計年度より、アジア・オセアニアを独立させ、区分掲記しております。

なお、前連結会計年度のその他に含まれるアジア・オセアニアの金額は4,692,782千円であります。

（関連当事者との取引）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額      32,137.43円

１株当たり当期純利益金額 5,420.51円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
5,283.96円

１株当たり純資産額  38,978.35円

１株当たり当期純利益金額 6,886.19円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
6,784.24円

 　当社は、平成17年11月18日付で株式１株につき４株の

株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前期

首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における

１株当たり情報については、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額     17,415.72円

１株当たり当期純利益金額      2,456.65円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
      2,346.70円

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 2,145,821 2,853,274

普通株主に帰属しない金額（千円） 28,000 －

（うち、利益処分による役員賞与金） (28,000) (－)

普通株式に係る当期純利益（千円） 2,117,821 2,853,274

期中平均株式数（株） 390,705 414,347

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 10,097 6,227

（うち、新株引受権及び新株予約権） (10,097) (6,227)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

　第３回新株予約権（新株予約権の

数230個）及び第４回新株予約権

（新株予約権の数200個）。

　第３回新株予約権（新株予約権の

数211個）

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第23期
（平成18年３月31日）

第24期
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金  7,151,467 8,221,449 1,069,982

２．受取手形 101,662 71,635 △30,027

３．売掛金 2,614,343 3,905,360 1,291,017

４．製品 906,035 419,159 △486,876

５．原材料 421,709 373,754 △47,955

６．仕掛品 140,706 153,073 12,367

７．前渡金 2,259 5,121 2,862

８．前払費用 4,985 6,211 1,226

９．未収入金 368,329 940,927 572,598

10．未収消費税等 90,557 112,526 21,969

11．関係会社短期貸付
金

40,000 － △40,000

12．繰延税金資産 179,079 240,355 61,276

13．その他 1,429 682 △747

貸倒引当金 △2,997 △3,933 △936

流動資産合計 12,019,563 70.1 14,446,319 73.2 2,426,756

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 2,941,653 2,867,455

減価償却累計額 1,511,503 1,430,150 1,412,254 1,455,201 25,051

(2）構築物 15,653 15,913

減価償却累計額 12,260 3,393 12,670 3,243 △150

(3）機械装置 79,195 90,680

減価償却累計額 48,922 30,273 52,919 37,761 7,488

(4）工具器具備品 902,078 973,396

減価償却累計額 735,371 166,707 770,986 202,410 35,703

(5）土地 1,348,168 1,348,168 －

有形固定資産合計 2,978,691 17.4 3,046,783 15.4 68,092
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第23期
（平成18年３月31日）

第24期
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

２．無形固定資産

(1）ソフトウェア 352,981 374,921 21,940

(2）ソフトウェア仮
勘定

－ 8,277 8,277

(3）電話加入権 6,593 6,593 －

(4）特許権 － 23,125 23,125

(5）その他 2,380 2,000 △380

無形固定資産合計 361,954 2.1 414,916 2.1 52,962

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 50,000 50,000 －

(2）関係会社株式等 1,343,918 1,392,011 48,093

(3）出資金 200 200 －

(4）破産債権、更生
債権その他これ
らに準ずる債権

3,513 2,610 △903

(5）繰延税金資産 307,988 296,062 △11,926

(6）敷金・差入保証
金

86,350 99,585 13,235

貸倒引当金 △3,513 △2,610 903

投資その他の資産
合計

1,788,456 10.4 1,837,858 9.3 49,402

固定資産合計 5,129,101 29.9 5,299,557 26.8 170,456

資産合計 17,148,664 100.0 19,745,876 100.0 2,597,212
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第23期
（平成18年３月31日）

第24期
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形 1,441,085 1,597,571 156,486

２．買掛金 1,721,476 2,118,375 396,899

３．短期借入金 600,000 600,000 －

４．一年内償還予定社
債

700,000 － △700,000

５．一年内返済予定長
期借入金

117,600 70,000 △47,600

６．未払金 617,616 1,069,223 451,607

７．未払法人税等 395,079 1,078,000 682,921

８．前受金 131,016 175,012 43,996

９．預り金 12,862 29,162 16,300

10．賞与引当金 275,018 321,478 46,460

11．役員賞与引当金 － 29,800 29,800

12．その他 135,075 129,876 △5,199

流動負債合計 6,146,827 35.8 7,218,497 36.6 1,071,670

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 70,000 － △70,000

２．長期未払金 212,937 － △212,937

３．退職給付引当金 286,470 315,091 28,621

４．役員退職慰労引当
金

219,125 259,298 40,173

固定負債合計 788,532 4.6 574,389 2.9 △214,143

負債合計 6,935,359 40.4 7,792,886 39.5 857,527
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第23期
（平成18年３月31日）

第24期
（平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 3,803,231 22.2 －  △3,803,231

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 3,644,654 －

資本剰余金合計 3,644,654 21.3 － － △3,644,654

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 22,456 －

２．当期未処分利益 2,742,964 －

利益剰余金合計 2,765,420 16.1 － － △2,765,420

資本合計 10,213,305 59.6 － － △10,213,305

負債・資本合計 17,148,664 100.0 － － △17,148,664

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   － －  3,988,001 20.2 3,988,001

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  －   3,829,418    

資本剰余金合計   － －  3,829,418 19.4 3,829,418

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  －   22,456    

(2) その他利益剰余
金

        

繰越利益剰余金  －   4,113,115    

利益剰余金合計   － －  4,135,571 20.9 4,135,571

株主資本合計   － －  11,952,990 60.5 11,952,990

純資産合計   － －  11,952,990 60.5 11,952,990

負債純資産合計   － －  19,745,876 100.0 19,745,876
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(2）損益計算書

第23期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第24期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 18,303,189 100.0 22,681,018 100.0 4,377,829

Ⅱ　売上原価

１．製品期首たな卸高 375,922 906,035

２．当期製品製造原価 11,770,709 12,528,173

３．当期製品仕入高 455,095 396,409

４．ソフトウェア償却費 25,253 17,869

合計 12,626,979 13,848,486

５．他勘定振替高 67,114 216,729

６．製品期末たな卸高 906,035 11,653,830 63.7 419,159 13,212,598 58.3 1,558,768

売上総利益 6,649,359 36.3 9,468,420 41.7 2,819,061

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,502,718 30.1 6,331,105 27.9 828,387

営業利益 1,146,641 6.2 3,137,315 13.8 1,990,674

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 1,997 4,861

２．受取配当金 48 －

３．受取賃貸料 959 87

４．雑収入 9,390 12,394 0.1 13,071 18,019 0.1 5,625

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 28,152 8,530

２．社債利息 5,832 3,817

３．債権売却損 2,717 3,690

４．為替差損 29,654 67,603

５．新株発行費 49,170   －    

６．株式交付費 － 115,525 0.6 6,437 90,077 0.4 △25,448

経常利益 1,043,510 5.7 3,065,257 13.5 2,021,747
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第23期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第24期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 43,526 3,649

２．貸倒引当金戻入益 287 43,813 0.2 36 3,685 0.0 △40,128

Ⅶ　特別損失

１．固定資産除却損 11,529 35,480

２．会員権評価損 10,301 －

３．保険解約損 8,481 30,311 0.2 － 35,480 0.1 5,169

税引前当期純利益 1,057,012 5.7 3,033,462 13.4 1,976,450

法人税、住民税及び
事業税

475,232 1,272,061

法人税等調整額 △103,573 371,659 2.0 △49,350 1,222,711 5.4 851,052

当期純利益 685,353 3.7 1,810,751 8.0 1,125,398

前期繰越利益 2,057,611 － －

当期未処分利益 2,742,964 － －
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製造原価明細書

第23期
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

第24期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　材料費 11,171,331 89.0 11,802,521 88.1 631,190

Ⅱ　労務費 601,898 4.8 675,086 5.1 73,188

Ⅲ　経費 ※１ 778,312 6.2 914,498 6.8 136,186

当期総製造費用 12,551,541 100.0 13,392,105 100.0 840,564

期首仕掛品たな卸高 144,776 140,706 △4,070

合計 12,696,317 13,532,811 836,494

期末仕掛品たな卸高 140,706 153,073 12,367

他勘定振替高 ※２ 784,902 851,565 66,663

当期製品製造原価 11,770,709 12,528,173 757,464

原価計算の方法

原価計算の方法は、工場別（製品
別）単純総合原価計算法であり、
期中は予定原価を用い、原価差額
は期末において製品、仕掛品、売
上原価等に配賦しております。

同左  

　（注）※１．主な内訳は次のとおりであります。

項目 第23期 第24期

ロイヤリティ（千円） 6,990 －

外注加工費（千円） 532,443 600,997

減価償却費（千円） 83,457 111,684

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

項目 第23期 第24期

研究開発費（千円） 764,208 813,470

ソフトウェア（千円） 8,969 4,157

その他（千円） 11,725 33,938

合計（千円） 784,902 851,565
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

第23期
（平成18年３月期）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益 2,742,964

Ⅱ　利益処分額

１．配当金 412,600

２．役員賞与 28,000 440,600

（うち監査役賞与） (3,700)

Ⅲ　次期繰越利益 2,302,364
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株主資本等変動計算書

第24期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

3,803,231 3,644,654 3,644,654 22,456 2,742,964 2,765,420 10,213,305 10,213,305

事業年度中の変動額

新株の発行 184,770 184,764 184,764    369,534 369,534

剰余金の配当（注）     △412,600 △412,600 △412,600 △412,600

役員賞与（注）     △28,000 △28,000 △28,000 △28,000

当期純利益     1,810,751 1,810,751 1,810,751 1,810,751

事業年度中の変動額合計
（千円）

184,770 184,764 184,764 － 1,370,151 1,370,151 1,739,685 1,739,685

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,988,001 3,829,418 3,829,418 22,456 4,113,115 4,135,571 11,952,990 11,952,990

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

㈱ワコム (6727) 平成 19 年 3 月期決算短信

－ 44 －



６．その他
(1）役員の異動

 該当事項はありません。

(2）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

前年同期比（％）

電子機器事業（千円） 12,498,753 106.5

ECS事業（千円） 29,420 81.6

合計（千円） 12,528,173 106.4

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

② 製品仕入実績

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

前年同期比（％）

電子機器事業（千円） 217,578 90.9

ECS事業（千円） 175,460 82.8

合計（千円） 393,038 87.1

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

③ 受注状況

　当社グループは見込み生産を行っているため、該当事項はありません。

④ 販売実績

事業の種類別セグメントの名称
当連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

前年同期比（％）

電子機器事業（千円） 27,864,338 120.9

ECS事業（千円） 922,728 97.8

合計（千円） 28,787,066 120.0

　（注）　本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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