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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の数値、対前年度増減比率は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

22年3月期 1,702 ― △262 ― △219 ― △296 ―

21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △1,031.23 ― △19.2 △13.3 △15.4

21年3月期 ― ― ― ― ―

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 1,659 1,543 93.0 5,371.71
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期  1,543百万円 21年3月期  ―百万円

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

22年3月期 △742 78 △22 386
21年3月期 ― ― ― ―

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 80.00 80.00 22 48.0 1.3
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

1,000 12.4 9 ― 9 ― 7 ― 24.84

通期 2,050 20.4 110 ― 110 ― 100 ― 348.10



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  

(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） 

(注) 詳細は、 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） 

(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、23ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 304,023株 21年3月期 304,023株

② 期末自己株式数 22年3月期  16,749株 21年3月期  16,749株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

22年3月期 1,469 △42.2 △239 ― △191 ― △278 ―

21年3月期 2,540 12.0 153 36.5 175 49.3 48 △5.1

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

22年3月期 △969.80 ―

21年3月期 166.52 ―

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

22年3月期 1,679 1,560 92.9 5,433.14
21年3月期 2,225 1,862 83.7 6,482.94

（参考） 自己資本 22年3月期  1,560百万円 21年3月期  1,862百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

※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に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。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等については、3ページ「1.経営成績 (1)経営成績に関する分
析」をご覧下さい。 

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

880 12.8 △16 ― △16 ― △16 ― △55.38

通期 1,800 22.5 60 ― 60 ― 59 ― 205.38



当連結会計年度におけるわが国の経済は、一昨年秋以来の世界同時不況に対する様々な経済対策によ

って底を打ち、さらにアジア諸国など新興国の著しい経済成長を背景とした輸出主導型による国内鉱工

業生産指数の上昇など、景気回復の兆しが見え始めております。一方、国内需要は、デフレ傾向や所得

の伸び悩みなど、依然として弱含みで推移し、民間設備投資などは相変わらず慎重な状況が続いており

ます。半導体市場におきましても、新興国を中心にパソコンなどの電子機器販売が好調で、市況の回復

が見えるものの、資源価格の騰勢や、国内半導体メーカーの設備投資抑制、及び開発投資の内製化など

によって、未だ不透明な状況が続いております。 

このような環境のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）の当連結会計年度の売上高は、17億2

百万円となりました。 

 損益につきましては、役員報酬の削減をはじめ社員の一時帰休等の労務費削減や事務所の一部返却

等、様々な経費削減の取り組みを行いましたが、主要取引先の開発投資抑制や内製化による受託開発業

務の減少の影響が極めて大きく、営業損失2億62百万円、経常損失2億19百万円を計上するに至りまし

た。また、当期純損失は、固定資産売却益13百万円があったものの前述の経費削減施策に伴う構造改革

費用等、特別損失51百万円を計上したことにより2億96百万円となりました。 

  

事業部門別の状況は、次のとおりであります。 

  

売上高は10億88百万円となりました。内訳は、テスト開発は7億33百万円、回路設計は1億66百万円、

レイアウト設計は1億87百万円となりました。これは、前述の通り主要取引先の開発投資抑制や内製化に

よる受託開発業務の減少の影響によるものであります。損益につきましては、前述のとおり様々な経費

削減に取り組みましたが、営業損失2億11百万円となりました。 

  

売上高は6億23百万円となりました。これはターゲットを絞り込み、関係会社等の効率運営に特化した

ことによるものであります。しかしながら、損益につきましては経費削減に取り組みましたが営業損失

54百万円となりました。 

  

（次期の見通し） 

連結業績の見通しにつきましては、世界的な景気持ち直しの兆候や、国内半導体業界の業績回復基調

を踏まえ、新規開拓顧客の需要拡大、新製品の開発加速、重要顧客からの受注増加等を見込みまして、

前年比20%増となる売上高20億50百万円、営業利益1億10百万円、経常利益1億10百万円、当期純利益1億

円を見込んでおります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

［ＬＳＩ開発事業］

［システム開発事業］
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当連結会計年度末における総資産は16億59百万円となりました。なお、流動資産は11億69百万円、

固定資産は4億89百万円であります。  

 流動資産の主な内容は、現金及び預金3億86百万円、受取手形及び売掛金5億63百万円、仕掛品61百

万円であります。  

 固定資産の主な内容は、有形固定資産1億89百万円、無形固定資産2億22百万円、投資その他の資産

77百万円であります。  

当連結会計年度末における負債は1億16百万円となりました。なお、流動負債は1億4百万円、固定

負債は11百万円であります。  

 流動負債の主な内容は、買掛金15百万円、その他84百万円であります。固定負債の内容は、長期未

払金11百万円であります。  

当連結会計年度末における純資産は15億43百万円となりました。また、当連結会計年度末における

自己資本比率は93.0％となりました。 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、3億86百万円となりました。 

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

営業活動の結果得られた資金は△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2億58百万円及び未払金の減少2億93百万円他による資金の減少によるものであります。 

投資活動の結果得られた資金は78百万円となりました。この主な要因は、有形固定資産の取得による

支出78百万円があったものの、定期預金の払戻20百万円、連結範囲の変更に伴う資金流入77百万円によ

るものであります。 

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、配当金の支払によるもの

であります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負債がないため記

載しておりません。 

  

(2) 財政状態に関する分析

① 資産

② 負債

③ 純資産

④ 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)

平成18年3月期 平成19年3月期 平成20年3月期 平成21年3月期 平成22年3月期

自己資本比率  （％） 80.4 82.7 87.6 83.7 93.0

時価ベースの自己資本比
率       （％）

― 148.9 51.2 54.9
40.7

キャッシュ・フロー対有
利子負債比率  （年）

― ― ― ― ―

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ   （倍）

― ― ― ― ―
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当社グループは、経営基盤の安定と配当原資確保のための収益力を強化することによって、継続的か

つ安定的な配当を行うことを基本方針としております。 

  当連結会計度に関わる剰余金の配当につきましては、連結決算・個別決算ともに大きな損失を計上し

たことなどを踏まえ、誠に遺憾ではございますが無配とさせていただきたく存じます。 なお、次期の

配当につきましては、財務状況や次期の業績などを勘案し、現時点におきましては無配とさせていただ

く所存ではございますが、新規顧客の拡大を図り経営基盤のさらなる安定化に努め早期復配を目指して

まいります。  

 内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開及び設備投資のための原資として活用してまい

ります。 

 なお、当社は会社法第459条規定に基づき、取締役会の決議により剰余金の配当を行うことができる

旨、定款で定めております。 

  

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 

  

当社グループは、半導体メーカーを主な顧客として、ＬＳＩ開発の受託、ならびにＬＳＩ等テスト

(動作確認及び特性評価等)関連のシステム開発を行っております。半導体業界においては、いわゆるシ

リコンサイクルと呼ばれる需給バランスの変化に伴う業界特有の循環的な景気変動があります。当社

は、主に半導体の開発工程に携わっており、半導体が量産化される前のテスト開発等を主たる事業とし

ているため、これまでシリコンサイクルの影響を直接受けたことはありません。しかし、このシリコン

サイクルが原因となり、顧客である半導体メーカーの業績に多大な影響が出た場合には、顧客の開発予

算が削減される等により、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループが主力とするＬＳＩ開発事業のうちテスト開発の分野においては、現状、競合が少な

く、比較的事業環境は安定しているものと考えておりますが、今後、いわゆるテストハウスと呼ばれる

ＬＳＩの量産工程においてテスト開発を行う企業、あるいは新たにＬＳＩ開発分野をターゲットに起業

したベンチャー企業等の新規参入の可能性があります。当社は、回路設計からテスト開発までのＬＳＩ

開発工程における一貫体制を有するという強みをより強化するために、多工程・多分野のスキルを有し

た技術者の育成、ならびに多種類のテスターに対応可能な技術者の育成を更に強化し、かつ、技術ノウ

ハウの共有化に取り組むことによって、より顧客ニーズを満足させる技術レベルの高い技術者集団を形

成すると共に、テスターメーカーやテスト効率化ツール（注）開発メーカーとの事業連携を更に推進し、

強固なパートナーシップを形成することによって、独自性や競争力の向上を図り、顧客に対する当社グ

ループの評価を高める方針であります。しかし、他社の新規参入による競合の激化により、当社グルー

プの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4）事業等のリスク

① シリコンサイクルについて

② 新規参入による競合の激化について

株式会社シスウェーブ(6636) 平成22年3月期 決算短信

5



当社グループは、テスターメーカーや半導体メーカー、そしてテスト効率化ツール開発メーカーと定

期的な技術情報の交換を行い、半導体に係わる技術の動向把握に努め、顧客のニーズに対して的確に対

応していく方針を採っております。今後、ＤＦＴ(注)の進展等によるテストの簡易化に加え、テスト開発

全般において要求される技術水準の高度化等が想定されます。これらの新たに生じる技術革新や顧客ニ

ーズの変化に対し、当社グループが適切かつ迅速に対応できなかった場合等には、当社グループの業績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社及びソニー株式会社から、これまで毎期継続して

受注があり、当連結会計年度における当社グループの売上高総額に占めるこれら主要2社の売上高の割

合は、下表の通り合計で63.1%(ＮＥＣエレクトロニクス株式会社及びソニー株式会社の子会社を含める

と73.7%)と高い水準にあります。特にＮＥＣエレクトロニクス株式会社の割合は52.9%(ＮＥＣエレクト

ロニクス株式会社の子会社を含めると62.7%)であり、その依存度は極めて高い水準にあります。当社グ

ループは引き続き、特定取引先との安定的・継続的な取引および新規顧客の開拓に努める方針でありま

すが、今後、これらの特定取引先との取引状況によっては、当社グループの業績および財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。  

  

 
  

当社グループは、発注者の検収が終了した時点で売上高を計上しております。当社グループ取引先企

業の多くが通期の事業年度を4月から翌年3月までと定めていることから、当社グループの売上高は顧客

の決算時期に合わせて、四半期末(6月・9月・12月)、ならびに連結会計年度末(3月)にかけて集中する

場合があります。したがって、顧客による検収の遅れにより、当初計画した売上高を計上することがで

きなければ、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 このため、当社グ

ループの四半期の経営成績だけをもって通期の経営成績を予想する場合には、その予想と実績が大きく

異なる可能性があります 。 

  

③ 技術革新及び顧客ニーズへの対応について

④ 特定の販売先への依存について

相手先

当連結会計年度
自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日

販売高
(千円)

割合
(％)

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 900,908 52.9

ソニー株式会社 174,564 10.2

⑤ 検収時期の遅延等による業績への影響について
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当社グループの受託する設計業務及びテスト開発業務において、顧客のニーズに的確に対応するため

には、関連する技術・技能を有した多くの優秀な人材を常時確保しておく必要があります。当社グルー

プは、事業計画に基づき、新卒者を対象とした定期採用ならびに経験者の中途採用を行っております。

定期採用においては基礎能力が高い人材を採用すること、中途採用においては即戦力となる高度なスキ

ル・経歴をもった人材を採用することに努めております。また、入社後は社員の技術教育・職能教育を

定期的に実施し、人材の育成に注力しております。しかし、今後当社グループが事業を拡大していくに

あたり、これら事業の推進に必要な人材を適時適切に確保・育成できない場合、あるいは当社グループ

事業に関連した高度または特殊な技術を持っている役員や従業員が退職した場合等には、当社グループ

の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループは、業務遂行上、開発要件、技術情報、設計仕様等の顧客が有する様々な機密情報を取

り扱う場合があり、その扱いには慎重な対応と厳格な情報管理が求められております。当社は、これに

対処するための具体的な施策として、入退室管理システムによる入退室管理、個人所有パソコンの社内

での使用制限、業務用パソコンの管理（パスワードによる使用制限、盗難防止チェーンの使用、業務用

パソコンの社外持ち出し制限）、重要文書等は保管庫に施錠し管理する等、内部からの情報漏洩が発生

しないよう情報管理の徹底に努めております。しかし、これらの施策にもかかわらず機密情報が万一漏

洩した場合には、損害賠償責任あるいは社会的信用の喪失などの発生により、当社グループの業績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  
(注)テスト効率化ツールとして主なものには、ＤＦＴとＳＴＩＬがあります。 

ＤＦＴ（Design For Testability） 

 日本語では「テスト容易化設計」と言われます。近年、ＬＳＩの大規模化・高性能化・複雑化により、テ

スト期間とテストコストの増加傾向が見られます。その対策として、ＤＦＴ技術の導入が進められておりま

す。ＬＳＩの設計段階において回路内に自己テスト回路を作り込んでおくことにより、不良検出率の向上と

テストコストの削減が可能となります。当社は、ＤＦＴツールの有力メーカーである米国のロジックビジョ

ン社と業務提携を結んでおります。 

ＳＴＩＬ（Standard Test Interface Language） 

 ＬＳＩの設計、シミュレーション、テスト、故障解析といったすべての半導体テスト環境に共通なテス

ト・データ記述言語であります。1999年にＩＥＥＥ（米国電気電子学会）で標準化されました。  

テスターメーカー毎に違うテスト・データ記述言語に依存しないＳＴＩＬの使用により、テスター異機種間

のテストプログラム・テストパタンの変換等を効率よく行うことができます。当社は、このＳＴＩＬを利用

した変換ツールの有力メーカーであるイスラエルのテストインサイト社と国内販売代理店契約を締結してお

ります。 

  

該当事項なし 

  

⑥ 人材の確保・育成等について

⑦ 情報漏洩について

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社グループは、当社、連結子会社１社で構成され、グループが営んでいる主な事業は、半導体メーカ

ーを主な顧客として、ＬＳＩ開発の受託、ＬＳＩ等のテスト関連のシステム開発を事業目的として、ＬＳ

Ｉ開発事業及びシステム開発事業を行っております。 

  

ＬＳＩは自動車・デジタルカメラ・携帯電話・家電・防犯機器など生活のあらゆるところで使用され

ている製品の中で、「演算装置」としてさまざまな演算を行い、また「制御装置」として各装置の動作

タイミングを制御する等の役割を担っております。当社では、長年にわたりこのようなＬＳＩを開発す

る半導体メーカー等から開発業務を受託してまいりました。当初は誰もが安価で購入できるような電卓

に組み込まれるＬＳＩの開発からはじまり、三角関数計算機能に対応するようなＬＳＩやプログラムで

動くマイクロコンピュータ用ＬＳＩ開発の一翼を担うようになりました。現在では、自動車や家電用の

マイクロコンピュータ・ＤＶＤレコーダー・衛星放送の受信機用に使われる画像処理用ＬＳＩなどの開

発受託を行っております。 

半導体メーカーがＬＳＩを開発し出荷するまでの工程には「開発工程～量産化（前工程～後工程）～

出荷」（図１）があり、当社は開発工程（図２）の中で「回路設計」「レイアウト設計」「テスト開

発」を受託しております。 

  

開発工程における回路設計の受託開発を行っております。回路設計とは、顧客から提示される仕様

書に基づきＬＳＩの中にどのような機能を入れるかを決定し、その機能を具体化するための電気回路

図を設計することであります。例えば、携帯電話機を開発する際に長時間通話のための低消費電力化

や高画質なカメラ撮影機能などを実現するにあたり、半導体メーカー等から提示される概略仕様書に

基づき、ＬＳＩの中にどのような機能を入れるか決定して、ＨＤＬ(注)１と呼ばれるプログラム言語及

び回路合成ツール等を使用して電気回路図を設計します。 

ＬＳＩには多くの種類があり、そのうち当社は主要顧客のニーズに対応してきた実績からＦＰＧＡ

(注)２、アナログミックス回路、マイクロコンピュータ製品などの回路設計を継続的に受注しておりま

す。 

  

設計された電気回路図等をもとに、自動レイアウト設計ツールと手動レイアウト設計を駆使して、

ＬＳＩの元になるシリコンウエハー上にトランジスタ等の配置配線設計を行います。 

ＬＳＩのチップサイズの小型化は１個あたり原価を下げる要因となるため、半導体メーカー等はよ

り小さいチップサイズのＬＳＩで、一定の機能の実現を要求します。このチップサイズを小さくする

ためには、自動レイアウト設計ツールが存在する現在においても、手動レイアウト設計に頼る部分が

大きく、当社においては、自動レイアウト設計ツールによる受託とあわせて、長年にわたり培われた

経験により手動レイアウト設計による受託を可能としております。 

  

2. 企業集団の状況

(ＬＳＩ開発事業)

(１) ＬＳＩ開発事業における事業領域

①回路設計

②レイアウト設計
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テスト開発においては、作成されたＬＳＩが要求通りの動作をするか、仕様に合わせたテストプロ

グラムやテストボード等(注)３の測定用治具を設計し、ＬＳＩテスター(注)４等を使用して動作確認及

び特性評価を行い、並行してその他の信頼性評価(注)５を行います。その結果、不具合が発見された場

合には、その箇所を解析し、回路設計、レイアウト設計にフィードバックして再設計を行い、仕様ど

おりに動作していることが確認できた場合には、製造マージン図(注)６を作成して半導体メーカー等に

報告します。報告後、量産化が決定された場合には、量産工場で使用される、良品・不良品の選別を

行う選別プログラム（シリコンウエハー上での選別用、ＬＳＩをパッケージに封入した状態での選別

用、入庫検査用）を作成します。 

テスト開発において重要ツールとなるＬＳＩテスターは、現在、テスターメーカーごとにテストプ

ログラミング作成言語が異なっており、また、デジタルＬＳＩ測定用・アナログＬＳＩ測定用・ミッ

クスドシグナルＬＳＩ測定用というように、ＬＳＩテスターも対応する回路ごとに異なっておりま

す。当社では、複数のテスターメーカー(注)７のテストプログラミング作成言語に精通しており、それ

らのテスターメーカーのテストプログラムの作成やＬＳＩテスターの運用を可能としております。ま

た、ＬＳＩテスター等は、通常、半導体メーカー等の顧客が保有しているため、顧客の現場において

動作確認及び特性評価等の業務を行う必要がありますが、当社は、平成22年３月31日現在において、

クリーンルーム内にＬＳＩテスター4台及びプローバー3台を保有しており、受託業務量の拡大及び業

務の効率化を進めております。 

  

図１：ＬＳＩ製造工程 

  

 

③テスト開発
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図２：ＬＳＩ開発工程 

  

 

ＬＳＩが使用されている主要な製品は以下のとおりであります。なお、以下の製品は一般的なＬ

ＳＩ使用製品であり、当社はこれらの製品を製作しているわけではありません。 

 
  

携帯電話（受信・送信用、液晶表示用、カメラ用など）

自動車（エンジン制御用、ブレーキ制御用、オーディオ用、盗難防止イモビライザー用、車内ネットワー
ク用など）

エアコン（温度コントロール用マイコン、液晶表示用など）

サーバー（システム制御用、インターフェース用）

テレビ（画像制御用、音声制御用、液晶表示用、タイマー用、リモコン用など）

ＤＶＤレコーダー（画像圧縮・伸長用、音声制御用、液晶表示用、タイマー用、リモコン用など）

デジタルカメラ（画像圧縮・伸長用、液晶表示用、メモリー用など）

食器洗い乾燥機（洗い方を制御するマイコン、液晶表示用など）
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ＬＳＩは高速化・高機能化が進んでおり、汎用のＬＳＩテスターにおいて、ＬＳＩの全ての仕様を満

足するテストを行うためには、多大なコストを要する状況になってきております。当社グループはこの

点に着目し、半導体メーカーの設計担当者の機動的なニーズに対応するための機器や、評価の効率化

（評価装置導入コストの低減、評価時間・評価期間の短縮等）を可能とする機器を開発しております。

また、株式会社ソアーシステム（連結子会社）は、映像機器ソフト、画像処理ソフト、プリンティン

グソフト、特殊用途向けの組込み系や制御系ソフトの開発など、高度なアプリケーションソフトの開発

技術力をもって当社とのシナジー（相乗）効果を発揮しつつ、大手企業を取引先として、これらソフト

の受託開発を行っております。 

(注) １ ハードウエア記述言語（Hardware Description Language）のことであり、コンピューターシステムに

電子回路の自動設計をさせるためのプログラム言語であります。 

２ Field Programmable Gate Array の略語であり、プログラミングすることにより回路を構成できるＬＳ

Ｉのことであります。 

３ ＬＳＩテスターでＬＳＩの電気的特性を測定する際に、ＬＳＩチップとＬＳＩテスターの各信号がテス

ト仕様を満足して接続されるように設計・製造されたプリント基板のことであります。 

４ ＬＳＩの電気的特性を測定する装置であり、測定するには、測定方法を記述したテストプログラムが必

要となります。 

５ 一般的に、ＬＳＩの信頼性試験には、寿命試験、環境試験、耐久試験、温度試験、ラッチアップ試験等

あります。 

６ ＬＳＩの量産工程における製造条件を決定するためのグラフであります。 

７ 株式会社アドバンテスト、横河電機株式会社、テラダイン社、クリーデンス社、ベリジー社の５社であ

ります。 

  

事業系統図 

当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。 

  

 

  

(システム開発事業)
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当社グループは、「我が社に関わりのあるすべての人が豊かで生きがいのある人生を共有する」こと

を経営理念として掲げております。 

 この経営理念のもと、中期ビジョンを「顧客ニーズに迅速かつ柔軟に対応するテストソリューション

カンパニーとしての更なる成長を目指す」として、半導体メーカー、電気機器メーカー等に対して、Ｌ

ＳＩ開発事業とシステム開発事業のシナジー効果を活かした一貫受注体制の提供に取り組んでおりま

す。 

  

当社グループでは、収益力、株主価値の向上を重視しております。しかし、未だ不透明な経済状況等

を踏まえ、経営指標として、売上高営業利益率（ROS）、株主資本利益率（ROE）の向上を目指してまい

ります。 

  

当社グループは半導体デバイスおよびそれを用いた組み込みシステム等のテストを、ソフト、ハード

両面から実現する、テストソリューションをコア事業と位置づけております。これに向けて社内のＬＳ

Ｉ開発事業、システム開発事業のリソースをフォーカスするとともにプラットフォーム上での受託開発

の拡大を目指してまいります。さらに、このプラットフォームを核にパートナー企業との業務提携、連

携を推進し新規顧客の獲得、新規テスト分野への展開に取り組んでまいります。一方で激化する競争を

勝ち残るための施策として、経営管理の高度化、株式会社シスウェーブテクノを中心とした継続的な開

発効率の向上、技術資産の蓄積、本社を主体とした営業、ＳＥ力の強化を進めてまいります。 

  

当社グループの主力顧客である半導体メーカーは、省エネ家電や自動車向けなどを中心として、需要

の回復と成長が期待されております。半導体メーカーにおいては、人的資源を回路設計業務等のいわゆ

る開発の上流工程に重点投入するケースが多く、当社グループの主力事業であるテスト開発業務などは

ますますアウトソーシング化される傾向にあります。 

また、多くの電気機器メーカーにおいても、自社の機器に使用するための専用ＬＳＩを開発しており

ますが、テスト開発や量産業務などほとんどアウトソーシングしております。 

しかしながら、顧客の価格低減ニーズや開発期間の短縮化、技術力・提案力による選別の動きなど当

社グループを取り巻く経営環境は、依然として厳しい状況にあります。このような経営環境を踏まえ更

なる成長を目指すため、以下の施策を推進してまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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①営業力の強化 

顧客ニーズの的確な把握とそれに合致したテストソリューションの提供をすると同時に、新規顧客を

開拓するため、開発部門の中から技術に関する知識を有する営業要員を育成・強化してまいります。 

  

②開発力の強化 

テストソリューション事業強化のため、組込み技術・ソフトウェア開発技術を有する株式会社ソアー

システム（連結子会社）との共同開発を通して、新たなテストソリューションを提案してまいります。

  

③新規事業の創造 

当社で所有しているクリーンルームの清浄度を上げ、テストプログラム開発から少量量産まで一括受

注できる体制を構築いたします。これにより、研究所での試作品や小ロット品など大手半導体メーカー

では対応不可能であったものが、ウェハーをいただければ検査し、組み立てて納品することが可能とな

りました。 

  

④人材の育成 

上記の課題を確実に遂行するため、提案力、販売力の強化をはじめとして、技術スキル向上のための

プログラムを作成し、人材の育成に努めてまいります。また、技術者のローテーションも積極的に行

い、マルチタスクな技術者の育成を進めてまいります。 

  

また、更なるスピード経営への対応と内部統制強化を推進し、ＥＲＰシステムの機能向上、情報セキ

ュリティ強化およびＪ－ＳＯＸ法（注）に関わるＩＴ統制にも積極的に取り組んでまいります。 

  

(注) Ｊ－ＳＯＸ法とは、金融商品取引法（平成18年12月20日 法律第115号）の内部統制に関する事項の通称であ

ります。 
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 386,016

受取手形及び売掛金 563,675

原材料 392

仕掛品 61,800

前払費用 37,620

繰延税金資産 37,358

その他 83,034

流動資産合計 1,169,898

固定資産

有形固定資産

建物 127,716

減価償却累計額 △48,579

建物（純額） 79,137

工具、器具及び備品 364,419

減価償却累計額 △253,991

工具、器具及び備品（純額） 110,428

有形固定資産合計 189,565

無形固定資産

ソフトウエア 84,577

のれん 135,912

その他 2,352

無形固定資産合計 222,842

投資その他の資産

敷金及び保証金 76,167

繰延税金資産 888

投資その他の資産合計 77,055

固定資産合計 489,463

資産合計 1,659,361
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(単位：千円)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 15,080

未払法人税等 3,058

受注損失引当金 1,615

その他 84,953

流動負債合計 104,707

固定負債

長期未払金 11,500

固定負債合計 11,500

負債合計 116,207

純資産の部

株主資本

資本金 389,776

資本剰余金 339,662

利益剰余金 896,696

自己株式 △82,980

株主資本合計 1,543,154

純資産合計 1,543,154

負債純資産合計 1,659,361

株式会社シスウェーブ(6636) 平成22年3月期 決算短信

15



(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 1,702,047

売上原価 1,195,649

売上総利益 506,397

販売費及び一般管理費

役員報酬 79,092

給料手当及び賞与 309,612

減価償却費 52,980

その他 327,323

販売費及び一般管理費合計 769,008

営業損失（△） △262,610

営業外収益

受取利息 834

受取保険料 14,850

助成金収入 20,358

その他 7,182

営業外収益合計 43,225

営業外費用

支払利息 344

その他 143

営業外費用合計 488

経常損失（△） △219,873

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

特別退職金 29,813

事業構造改善費用 15,561

会員権評価損 1,000

特別損失合計 51,855

税金等調整前当期純損失（△） △258,290

法人税、住民税及び事業税 1,006

法人税等調整額 36,949

法人税等合計 37,956

当期純損失（△） △296,246
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 389,776

当期末残高 389,776

資本剰余金

前期末残高 339,662

当期末残高 339,662

利益剰余金

前期末残高 1,215,924

当期変動額

剰余金の配当 △22,981

当期純損失（△） △296,246

当期変動額合計 △319,228

当期末残高 896,696

自己株式

前期末残高 △82,980

当期末残高 △82,980

株主資本合計

前期末残高 1,862,382

当期変動額

剰余金の配当 △22,981

当期純損失（△） △296,246

当期変動額合計 △319,228

当期末残高 1,543,154

純資産合計

前期末残高 1,862,382

当期変動額

剰余金の配当 △22,981

当期純損失（△） △296,246

当期変動額合計 △319,228

当期末残高 1,543,154
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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

減価償却費 126,853

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

のれん償却額 33,978

受取利息 △299

有価証券利息 △534

支払利息 344

固定資産売却損益（△は益） △13,438

固定資産除却損 5,480

売上債権の増減額（△は増加） △14,435

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,478

仕入債務の増減額（△は減少） 7,321

未払金の増減額（△は減少） △293,925

その他 △119,938

小計 △651,439

利息及び配当金の受取額 580

利息の支払額 △344

法人税等の支払額 △91,227

営業活動によるキャッシュ・フロー △742,431

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

有形固定資産の売却による収入 8,571

無形固定資産の取得による支出 △3,375

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

投資活動によるキャッシュ・フロー 78,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △22,755

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,755

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

現金及び現金同等物の期首残高 1,072,244

現金及び現金同等物の期末残高 386,016
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該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22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 1社 

第1四半期連結会計期間より、株式会社ソアーシ

ステムの株式を取得し、子会社化したため、連

結の範囲に含めております。 

  

(2) 非連結子会社の数 

すべての子会社を連結範囲に含めており、該当

事項はありません。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 該当事項はありません。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致して

おります。 

 

４ 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価及び評価方法

① 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のないもの 移動平均法による原価法 

② たな卸資産 

  原材料‥総平均法に基づく原価法      

  （収益性の低下による簿価切下げの方法） 

  仕掛品‥個別法に基づく原価法  

  （収益性の低下による簿価切下げの方法） 

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 ① 有形固定資産（リース資産を除く）  

   ‥‥ 定率法  

 主な耐用年数は以下の通りであります。  

   建物 ８年～18年  

   備品 ４年～20年  

 また、取得価額が10万円以上20万円未満の資

産については、３年間で均等償却する方法を採

用しております。  

 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

   ‥‥ 定額法 

 自社利用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。 

  

③ リース資産 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産 

 リース期間を耐用年数として、残存価額を零

とする定額法によっております。 
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項目
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるため一般債権

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検討

し、回収不能見込額を計上しております。 

  

② 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額

の当連結会計年度負担額を計上しております。 

  

③ 受注損失引当金 

 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。 

  

（追加情報） 

従来、役員の退職慰労金支給に備えるため、役

員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を引当

計上しておりましたが、役員退職慰労金制度を

廃止することとし、平成21年6月19日の定時株主

総会において役員退職慰労金の打切り支給議案

が可決承認されております。これにより、当期

において役員退職慰労引当金残高全額を取崩

し、打切り支給額の未払い分については長期未

払金として表示しております。 

 

(4) 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 

  税抜方式によっております。 

  

 

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。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する

事項

のれんの償却については、その効果が発現する

と見積もられる期間で均等償却しております。 

 なお、株式会社ソアーシステムの子会社化によ

り発生したのれんは５年間で均等償却しており

ます。 

  

 

７ 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ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。 
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

  該当事項はありません。 

  

  

  

連結貸借対照表関係、連結損益計算書関係、連結株主資本等変動計算書関係、連結キャッシュ・フロ

ー計算書関係、リース取引関係、税効果会計関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関

係、退職給付関係、ストック・オプション等関係、企業結合等関係、賃貸不動産関係、関連当事者情報

に関する注記事項については、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

略いたします。 

 なお、当該注記事項に関しては、平成22年6年25日提出予定の有価証券報告書に記載しており、

EDINETでご覧いただくことができます。 

  

(7)【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】

【会計方針の変更】

【表示方法の変更】

     当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

      該当事項はありません。 

 

【追加情報】

        当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

        該当事項はありません。 

 

(8)【連結財務諸表に関する注記事項】
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 
(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 

３ 子会社化した株式会社ソアーシステムは、システム開発事業に属しております。 

  

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

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。 

  

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

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。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

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）

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

1,088,213 613,833 1,702,047 - 1,702,047

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

- 9,950 9,950 (9,950) -

計 1,088,213 623,783 1,711,997 (9,950) 1,702,047

  営業費用 1,299,962 676,445 1,976,407 (11,750) 1,964,657

    営業損失(△) △ 211,748 △ 52,661 △ 264,410 1,800 △ 262,610

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出

  資産 709,981 522,068 1,232,050 427,311 1,659,361

  減価償却費 76,998 6,350 83,348 43,504 126,853

  資本的支出 74,075 7,749 81,825 8,477 90,302

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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     (注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純損失 

 
  

  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

項目
当連結会計年度

(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 5,371円 71銭

１株当たり当期純損失（△） △1,031円 23銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ
いては、１株当たり当期純損失であり、潜在株式
が存在していないため、記載しておりません。 

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,543,154

普通株式に係る純資産額（千円） 1,543,154

普通株式の発行済株式数（株） 304,023

普通株式の自己株式数（株） 16,749

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（株）

287,274

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純損失（△）(千円) △296,246

普通株主に帰属しない金額(千円) ―

普通株式に係る当期純損失（△）(千円) △296,246

普通株式の期中平均株式数(株) 287,274

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 792,018 322,316

受取手形 － 1,715

売掛金 503,352 506,512

有価証券 300,349 －

原材料 309 392

仕掛品 36,664 55,629

前払費用 43,194 31,839

関係会社短期貸付金 － 50,000

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 － 48,000

未収入金 － 45,946

未収消費税等 － 29,815

繰延税金資産 66,241 23,051

その他 4,469 2,457

流動資産合計 1,746,599 1,117,679

固定資産

有形固定資産

建物 109,695 127,716

減価償却累計額 △38,818 △48,579

建物（純額） 70,877 79,137

工具、器具及び備品 361,004 360,646

減価償却累計額 △212,756 △250,372

工具、器具及び備品（純額） 148,248 110,274

有形固定資産合計 219,125 189,411

無形固定資産

商標権 857 728

ソフトウエア 117,225 84,642

電話加入権 729 729

無形固定資産合計 118,813 86,100

投資その他の資産

関係会社株式 － 72,000

関係会社長期貸付金 － 148,000

敷金及び保証金 111,797 65,266

保険積立金 19,102 －

会員権 1,000 －

繰延税金資産 8,955 888

投資その他の資産合計 140,854 286,154

固定資産合計 478,793 561,666

資産合計 2,225,393 1,679,345
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 7,758 21,695

未払金 99,711 59,036

未払費用 21,356 8,838

未払法人税等 32,066 2,977

未払消費税等 38,898 －

預り金 11,726 8,108

賞与引当金 119,214 －

受注損失引当金 2,475 1,615

リース資産減損勘定 12,503 －

その他 － 4,773

流動負債合計 345,711 107,045

固定負債

役員退職慰労引当金 17,300 －

長期未払金 － 11,500

固定負債合計 17,300 11,500

負債合計 363,011 118,545

純資産の部

株主資本

資本金 389,776 389,776

資本剰余金

資本準備金 339,662 339,662

資本剰余金合計 339,662 339,662

利益剰余金

利益準備金 11,300 11,300

その他利益剰余金

別途積立金 703,000 703,000

繰越利益剰余金 501,624 200,042

利益剰余金合計 1,215,924 914,342

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,862,382 1,560,800

純資産合計 1,862,382 1,560,800

負債純資産合計 2,225,393 1,679,345
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 2,540,427 1,469,469

売上原価 1,690,580 1,046,393

売上総利益 849,847 423,075

販売費及び一般管理費

販売促進費 11,897 7,977

役員報酬 135,492 70,092

給料手当及び賞与 194,075 289,004

賞与引当金繰入額 14,202 －

役員退職慰労引当金繰入額 8,127 －

法定福利費 31,558 46,735

支払手数料 93,413 64,620

地代家賃 23,508 33,625

減価償却費 52,866 52,956

研究開発費 10,184 －

その他 120,613 97,363

販売費及び一般管理費合計 695,940 662,375

営業利益又は営業損失（△） 153,906 △239,299

営業外収益

受取利息 976 5,398

有価証券利息 1,572 534

受取保険料 16,460 14,850

助成金収入 － 19,036

受取手数料 799 2,466

その他 1,922 6,358

営業外収益合計 21,732 48,645

営業外費用

支払利息 － 344

その他 398 3

営業外費用合計 398 348

経常利益又は経常損失（△） 175,240 △191,001

特別利益

固定資産売却益 － 13,438

特別利益合計 － 13,438
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

特別損失

固定資産除却損 2,254 5,480

減損損失 34,947 －

特別退職金 43,155 26,911

事業構造改善費用 － 15,561

賃貸借契約解約損 6,427 －

会員権評価損 － 1,000

特別損失合計 86,785 48,952

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 88,455 △226,516

法人税、住民税及び事業税 51,108 826

法人税等調整額 △11,554 51,256

法人税等合計 39,554 52,082

当期純利益又は当期純損失（△） 48,901 △278,599
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本

資本金

前期末残高 389,776 389,776

当期末残高 389,776 389,776

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 339,662 339,662

当期末残高 339,662 339,662

資本剰余金合計

前期末残高 339,662 339,662

当期末残高 339,662 339,662

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 11,300 11,300

当期末残高 11,300 11,300

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 703,000 703,000

当期末残高 703,000 703,000

繰越利益剰余金

前期末残高 476,485 501,624

当期変動額

剰余金の配当 △23,761 △22,981

当期純利益又は当期純損失（△） 48,901 △278,599

当期変動額合計 25,139 △301,581

当期末残高 501,624 200,042

利益剰余金合計

前期末残高 1,190,785 1,215,924

当期変動額

剰余金の配当 △23,761 △22,981

当期純利益又は当期純損失（△） 48,901 △278,599

当期変動額合計 25,139 △301,581

当期末残高 1,215,924 914,342

自己株式

前期末残高 △52,459 △82,980

当期変動額

自己株式の取得 △30,520 －

当期変動額合計 △30,520 －

当期末残高 △82,980 △82,980
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

株主資本合計

前期末残高 1,867,763 1,862,382

当期変動額

剰余金の配当 △23,761 △22,981

当期純利益又は当期純損失（△） 48,901 △278,599

自己株式の取得 △30,520 －

当期変動額合計 △5,381 △301,581

当期末残高 1,862,382 1,560,800

純資産合計

前期末残高 1,867,763 1,862,382

当期変動額

剰余金の配当 △23,761 △22,981

当期純利益又は当期純損失（△） 48,901 △278,599

自己株式の取得 △30,520 －

当期変動額合計 △5,381 △301,581

当期末残高 1,862,382 1,560,800

株式会社シスウェーブ(6636) 平成22年3月期 決算短信

29



  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

該当事項ありません。

(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評

価基準及び評

価方法

その他有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法

その他有価証券 

時価のないもの 

  同左

２ たな卸資産の

評価基準及び

評価方法

原材料 ‥‥ 総平均法に基づく原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法） 

仕掛品 ‥‥ 個別法に基づく原価法（収益

性の低下による簿価切下げの方法）

原材料 ‥‥ 同左 

  

仕掛品 ‥‥ 同左

３ 固定資産の減

価償却の方法

(1) 有形固定資産 ‥‥ 定率法

主な耐用年数は以下の通りでありま

す。

      建物 ８年～18年

      備品 ４年～20年

また、取得価額が10万円以上20万円未

満の資産については、３年間で均等償

却する方法を採用しております。

(1) 有形固定資産 ‥‥ 同左

(2) 無形固定資産 ‥‥ 定額法

自社利用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。

(2) 無形固定資産 ‥‥ 同左

４ 引当金の計上

基準

(1) 貸倒引当金 ‥‥ 債権の貸倒による損

失に備えるため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

検討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(1) 貸倒引当金 ‥‥ 同左

(2) 賞与引当金 ‥‥ 従業員の賞与の支給

に備えるため、支給見込額の当事業年

度負担額を計上しております。

(2) 賞与引当金 ‥‥ 同左

(3) 役員退職慰労引当金 ‥‥ 役員の退職

慰労金の支出に備えるため、役員退職

慰労金規程に基づく当事業年度末要支

給額を計上しております。

―

（追加情報） 

従来、役員の退職慰労金支給に備えるた

め、役員退職慰労金規程に基づく期末要支

給額を引当計上しておりましたが、役員退

職慰労金制度を廃止することとし、平成21

年6月19日の定時株主総会において役員退

職慰労金の打切り支給議案が可決承認され

ております。これにより、当期において役

員退職慰労引当金残高全額を取崩し、打切

り支給額の未払い分については長期未払金

として表示しております。
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項目

前事業年度 

(自 平成20年４月１日 

 至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日)

(4) 受注損失引当金 ‥‥ 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。

(3) 受注損失引当金 ‥‥ 同左 
  
 
  
 
  
 
 

５ 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ヶ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。

 ―

６ その他財務諸

表作成のため

の基本となる

重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

 同左
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【会計方針の変更】 

 
  

 該当事項はありません。 

  

 
  

(6)【重要な会計方針の変更】

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

（リース取引に関する会計基準等）  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より、「リース取引に関する

会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第１6号（平成６年１月18日

（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３

月30日改正））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。 

 なお、平成20年３月31日以前に契約を行ったリース契

約につきましては、通常の賃貸借処理に準じた方法によ

っております。

            ―

（たな卸資産の評価） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

(企業会計基準第９号)を適用し、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。 

 これによる損益に与える影響はありません。

            ―

【表示方法の変更】

【追加情報】

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

受注案件の損失見込額の引当金算定方法  

 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、当事業年度の売上総利益、営業利益、経常

利益、税引前当期純利益が、2,475千円それぞれ減少し

ております。

 ―
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貸借対照表関係、損益計算書関係、株主資本等変動計算書関係、リース取引関係、有価証券関係、税効

果会計関係、１株当たり情報に関する注記事項については、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いたします。 

 なお、当該注記事項に関しては、平成22年６年25日提出予定の有価証券報告書に記載しており、

EDINETでご覧いただくことができます。 

  
  

  開示を要する事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(重要な後発事象)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至  平成22年３月31日)

（連結の範囲の変更を伴う子会社の設立） 

当社は、平成22年3月10日開催の取締役会にて、全額出資による子会社を設立することを決議し、平成

22年4月1日に株式会社シスウェーブテクノを設立しております。  

  

1.子会社設立の経緯及び目的 

  

ＬＳＩ開発において生じる様々なテストニ－ズに柔軟かつ迅速に対応するため、価格競争面、技術面

及び品質面で競合他社との差別化を図ることを目的として子会社の新規設立に至りました。また、当

該子会社の設立に伴い、平成22年4月末日をもって当社の九州事業所を閉鎖しております。 

  

2.子会社の概要    

  

商号  株式会社シスウェーブテクノ  

代表者 代表取締役 吉野哲夫  

資本金 9,000千円 

  

3.主な事業内容 

  

  回路設計・レイアウト設計・テスト開発 

  

4.事業年度の末日  3月31日

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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