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１．平成23年３月期の連結業績（平成22年４月１日～平成23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 ％

23年３月期 1,736 2.0 △95 ― △68 ― △153 ―

22年３月期 1,702 ― △262 ― △219 ― △296 ―

(注) 包括利益 23年３月期 △153百万円(―％) 22年３月期 △296百万円(―％)

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 ％ ％ ％

23年３月期 △534.72 ― △10.5 △4.3 △5.5

22年３月期 △1,031.23 ― △19.2 △13.3 △15.4

(参考) 持分法投資損益 23年３月期 ―百万円 22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

 23年３月期 1,500 1,389 92.6 4,836.99

 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 1,389百万円 22年３月期 1,543百万円

（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

23年３月期 81 △10 △0 456

22年３月期 △742 78 △22 386

２．配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

22年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

  24年３月期    
(予想)

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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(累計) 840 △9.5 0 ― 0 ― 0 ― 0

通 期 1,680 △3.3 0 ― 0 ― 0 ― 0



  

 
  

 
  

 
  

 

 
  

 
  
（２）個別財政状態 

 

 
  

 

 
  

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点におい
て、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終了していません。 

  

・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、添付
資料２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

  
・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、主なＱ＆Ａ
等については、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23年５月20日（金）・・・・・・アナリスト向け決算説明会 
  

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）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

（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) 23年３月期 304,023株 22年３月期 304,023株

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

③ 期中平均株式数 23年３月期 287,274株 22年３月期 287,274株

(参考) 個別業績の概要
１．平成23年３月期の個別業績（平成22年４月１日～平成23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 ％

23年３月期 1,500 2.1 △89 ― △54 ― △166 ―

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

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

23年３月期 △579.81 ―

22年３月期 △969.80 ―

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 1,529 1,394 91.1 4,853.33

22年３月期 1,679 1,560 92.9 5,433.14

(参考) 自己資本 23年３月期 1,394百万円 22年３月期 1,560百万円

２．平成24年３月期の個別業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

売上高 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 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 725 △9.5 0 ― 0 ― 0

通 期 1,450 △3.3 0 ― 0 ― 0

※ 監査手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当連結会計年度（平成22年４月１日～平成23年３月31日）におけるわが国の経済は、新興国向け輸出

の増加や政府による経済対策の効果等により、企業収益に回復の兆しがみられたものの、雇用や所得環

境及び急速な円高の進行等、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災により、当社グループ関連業界におきましても、一

部の被災や部品調達の滞り等、厳しい状況になっており、更には今後の電力需給事情の動向次第では、

開発計画に多大な影響を及ぼすことも想定されております。 

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。 

  

セグメント別の状況は、次のとおりであります。 

売上高は15億７百万円（前連結会計年度比2.6％増）となりました。これは主に、顧客開拓に全社を挙

げて取り組んだ結果であり、既存顧客の掘り起こしと新規取引先の増加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81百万円（前連結会計年度

は営業損失２億39百万円）となりました。 

  

売上高は２億69百万円（前連結会計年度比1.4％増）となりました。これは主に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に減少がみられたものの、新規取引先の開拓に注力した結果であり、

わずかではありますが売上高が増加いたしました。損益につきましては、営業損失12百万円（前連結会

計年度は営業損失23百万円）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、為替動向や東日本大震災の影響等、予断を許さない経営環境がま

だまだ続くものと予想されます。 

 このような状況の中で、当社グループは、提案型のビジネスを一層推進して新規顧客の拡大を図ると

ともに、新製品の開発促進や人材育成による開発力の強化をすることにより、グループ会社間のシナジ

ーを一層発揮させ、生産性の向上と利益確保に努めてまいります。 

 平成24年３月期の通期の見通しにつきましては、継続する不透明な環境下にあって保守的に見込まざ

るを得ず、売上高は16億80百万円、営業利益、経常利益、当期純利益は0百万円と予想しております。 

１．経営成績

(１) 経営成績に関する分析

［テストソリューション事業］

［組込ソリューション事業］
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（資産） 

当連結会計年度末における総資産は15億円となり、前連結会計年度末に比べて１億58百万円減少い

たしました。流動資産は11億27百万円となり、前連結会計年度末に比べて42百万円減少いたしまし

た。主な要因は現金及び預金の増加70百万円があったものの、繰延税金資産の減少26百万円、未収還

付消費税等の減少29百万円及び未収入金の減少50百万円等によるものであります。固定資産は３億73

百万円となり、前連結会計年度に比べて１億16百万円減少いたしました。主な要因は、有形固定資

産、無形固定資産の減価償却及びのれんの償却等によるものであります。投資その他の資産は76百万

円となり、大きな変動はありませんでした。  

（負債） 

当連結会計年度末における負債は1億10百万円となり、前連結会計年度末に比べて５百万円減少い

たしました。流動負債は87百万円となり、前連結会計年度末に比べて16百万円減少いたしました。主

な要因は、未払消費税等の増加15百万円があったものの、未払金の減少30百万円等によるものであり

ます。固定負債は23百万円となり、前連結会計年度末に比べて11百万円増加いたしました。主な要因

は資産除去債務の計上10百万円によるものであります。 

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産は13億89百万円となり、前連結会計年度に比べ１億53百万円減少

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、当連結会計年度末の自

己資本比率は92.6％（前連結会計年度末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４億56百万円となり、前連結会計年度末

に比べ70百万円増加いたしました。 

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。 

（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10百万円（前年同期は78百万円の使用）となりました。この主な要

因は、敷金の回収が30百万円あったものの、有形固定資産の取得による支出39百万円、無形固定資産

の取得による支出15百万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） 

財務活動による大きな変動はありませんでした。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注１）平成22年３月期より連結ベースの財務諸表数値により計算しております。 

（注２）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、負債及び純資産の状況

② キャッシュ・フローの状況

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 平成23年３月期

自己資本比率    （％） 82.7 87.6 83.7 93.0 92.6

時価ベースの自己資本比率（％） 148.9 51.2 54.9 40.7 34.3
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当社グループの事業展開上、現在の事業等に関してリスクの要因となる可能性があると考えられる主

な事項を記載しております。あわせて、必ずしもそのようなリスク要因に該当しない事項についても、

投資家の投資判断上重要であると考えられる事項については、投資家の皆様に対する積極的な情報開示

の観点から以下に記載しております。なお、以下の記載は本株式の投資に関するリスクのすべてを網羅

するものではありませんのでご留意下さい。また、特に記載がない限り、本書提出日現在の事項であ

り、将来に関する事項は同提出日現在において当社グループが判断したもので、現時点で想定できない

リスクが発生する可能性もあります。  

当社グループでは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対

応に努める方針でありますが、本株式に関する投資判断は、本項及び本書中の本項目以外の記載内容も

あわせて慎重にご検討下さい。    

  

①グローバルな半導体需給の影響について 

 当社グループは、半導体メーカーを主な顧客として、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テストソリューションビジネス及び組込ソリューショ

ンビジネスを行っております。 

 しかし、国内半導体メーカーのコスト構造の見直しによる開発部門等の海外工場への業務移管も検討

されており、国内半導体市場の縮少が顕著となった場合には、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。 

  

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。 

(３) 事業等のリスク

② 新規参入による競合の激化について

③ 技術革新及び顧客ニーズへの対応について
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当社グループは、ルネサス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67.5%と高い水準にあります。特にルネサスエレクトロニクス株式会社の割

合は60.8%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、電力需給の逼迫等、

何らかの要因によって開発計画の調整が発生すれば、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 。 

  

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。 

  

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22年４月１日 
至 平成23年３月31日

販売高
(千円)

割合
(％)

ルネサスエレクトロニクス株式会社 1,055,732 60.8

ソニー株式会社 116,044 6.7

⑤ 検収時期の遅延等による業績への影響について

⑥ 人材の確保・育成等について
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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。 

  

該当事項はありません。  

  

⑦ 情報漏洩について

(４) 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、「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、テ

ストソリューション事業と組込ソリューション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。これに向けてグループ内

のテストソリューション事業と組込ソリューション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。 

  

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．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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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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３．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 386,016 456,481

受取手形及び売掛金 563,675 574,260

製品 － 1,008

仕掛品 61,800 45,000

原材料 392 1,364

前払費用 37,620 35,209

繰延税金資産 37,358 11,349

その他 83,034 2,753

流動資産合計 1,169,898 1,127,427

固定資産

有形固定資産

建物 127,716 135,968

減価償却累計額 △48,579 △68,692

建物（純額） 79,137 67,275

工具、器具及び備品 364,419 355,599

減価償却累計額 △253,991 △296,701

工具、器具及び備品（純額） 110,428 58,898

建設仮勘定 － 24,114

有形固定資産合計 189,565 150,288

無形固定資産

ソフトウェア 84,577 62,083

のれん 135,912 81,513

その他 2,352 2,222

無形固定資産合計 222,842 145,819

投資その他の資産

敷金及び保証金 76,167 76,949

繰延税金資産 888 －

投資その他の資産合計 77,055 76,949

固定資産合計 489,463 373,057

資産合計 1,659,361 1,500,485
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 15,080 19,624

未払法人税等 3,058 5,128

受注損失引当金 1,615 3,407

資産除去債務 － 2,033

その他 84,953 57,577

流動負債合計 104,707 87,770

固定負債

長期未払金 11,500 11,500

繰延税金負債 － 1,372

資産除去債務 － 10,300

固定負債合計 11,500 23,172

負債合計 116,207 110,943

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 896,696 743,084

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,543,154 1,389,542

純資産合計 1,543,154 1,389,542

負債純資産合計 1,659,361 1,500,485
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（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
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 連結包括利益計算書

(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)

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △153,612

包括利益 － ※ △153,612

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △153,612
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（３）連結株主資本等変動計算書

（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)

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

前期末残高 339,662 339,662

当期末残高 339,662 339,662

利益剰余金

前期末残高 1,215,924 896,696

当期変動額

剰余金の配当 △22,981 －

当期純損失（△） △296,246 △153,612

当期変動額合計 △319,228 △153,612

当期末残高 896,696 743,084

自己株式

前期末残高 △82,980 △82,980

当期末残高 △82,980 △82,980

株主資本合計

前期末残高 1,862,382 1,543,154

当期変動額

剰余金の配当 △22,981 －

当期純損失（△） △296,246 △153,612

当期変動額合計 △319,228 △153,612

当期末残高 1,543,154 1,389,542

純資産合計

前期末残高 1,862,382 1,543,154

当期変動額

剰余金の配当 △22,981 －

当期純損失（△） △296,246 △153,612

当期変動額合計 △319,228 △153,612

当期末残高 1,543,154 1,389,542

株式会社シスウェーブ（6636）　平成23年３月期　決算短信

13



（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
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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
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（６）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

項目
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)

１ 連結の範囲に関

する事項

(1) 連結子会社の数 １社

当連結会計年度より、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。 

 

(1) 連結子会社の数 ２社

当連結会計年度より、株式会社シスウェー

ブテクノを新たに設立したため、連結の範

囲に含めております。

(2) 非連結子会社の数

該当事項はありません。 

 

(2) 非連結子会社の数

同左

２ 会計処理基準に

関する事項の変

更

―――――― 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

当連結会計年度より、「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、営業損失、経常損失は、そ

れぞれ753千円増加、税金等調整前当期純損

失は、8,917千円増加しております。
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（７）表示方法の変更

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)

―――――― (連結損益計算書関係)

１．「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準

第22号  平成20年12月26日)に基づき財務諸表等規則

等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内

閣府令第５号)の適用に伴い、当連結会計年度では、

「少数株主損益調整前当期純損失」の科目を表示し

ております。

２．前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受

取保険料」（当連結会計年度321千円）は営業外収益

の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。
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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) 

※当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

 
  

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(連結包括利益計算書関係)

親会社株主に係る包括利益 △296百万円

少数株主に係る包括利益 ―百万円

計 △296百万円
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(税効果会計関係)

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)

 

１．繰延税金資産の発生の原因別の内訳

（繰延税金資産）

① 流動資産

受注損失引当金 644千円

未払事業税 753千円

未払事業所税 1,600千円

未払確定拠出年金拠出金 738千円

繰越欠損金 33,621千円

② 固定資産

減損損失 1,766千円

長期未払金 4,588千円

会員権評価損 678千円

繰越欠損金 229,786千円

繰延税金資産小計 274,174千円

評価性引当額 △ 235,927千円

 繰延税金資産合計 38,247千円

 

 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内訳

（繰延税金資産）

① 流動資産

受注損失引当金 1,363千円

未払事業税 1,040千円

未払事業所税 1,216千円

未払確定拠出年金拠出金 581千円

未払費用 793千円

資産除去債務 1,894千円

繰越欠損金 10,239千円

その他 876千円

② 固定資産

減損損失 1,752千円

長期未払金 4,600千円

資産除去債務 3,074千円

会員権評価損 680千円

繰越欠損金 274,496千円

繰延税金資産小計 302,604千円

評価性引当額 △291,255千円

繰延税金資産合計 11,349千円

（繰延税金負債）

 固定負債

有形固定資産 △1,372千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の主な項目別内訳

  税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を

省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の主な項目別内訳

  税金等調整前当期純損失を計上しているため注記を省

略しております。
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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) 

 
(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。 

  

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) 

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。 

  

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) 

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。 

  

(セグメント情報等)

(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

(所在地別セグメント情報)

(海外売上高)
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１．報告セグメントの概要 

(1) 報告セグメントの決定方法 

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、平成21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。 

(2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類 

「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。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作

成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。報告セ

グメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢

価格に基づいております。 

  

(セグメント情報)
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報 

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) 

 
(注) １．調整額は、以下のとおりであります。 

  (1) セグメント損失の調整額136千円は、セグメント間取引消去1,800千円、棚卸資産及び固定資産の調整額△

1,664千円であります。 

  (2) セグメント資産の調整額△12,067千円には、セグメント間取引消去△10,403千円、棚卸資産及び固定資産

の調整額△1,664千円であります。 

  (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、固定資産の調整額であります。 

２．セグメント損失は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注）１

連結財務諸表計
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 1,469,469 232,578 1,702,047 ― 1,702,047

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 32,804 32,804 △32,804 ―

計 1,469,469 265,383 1,734,852 △32,804 1,702,047

セグメント損失 △239,299 △23,447 △262,746 136 △262,610

セグメント資産 1,361,345 310,083 1,671,429 △12,067 1,659,361

その他の項目

  減価償却費 126,723 130 126,853 ― 126,853

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

90,303 638 90,942 △640 90,302
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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) １．調整額は、以下のとおりであります。 

  (1) セグメント損失の調整額△1,565千円は、セグメント間取引消去1,800千円、棚卸資産及び固定資産の調整

額△3,365千円であります。 

  (2) セグメント資産の調整額△14,749千円には、セグメント間取引消去△9,719千円、棚卸資産及び固定資産

の調整額△5,029千円であります。 

  (3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、固定資産の調整額であります。 

２．セグメント損失は、連結損益計算書の営業損失を調整を行っております。 

（追加情報） 

当連結会計年度より「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。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
調整額
（注）１

連結財務諸表計
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 1,507,977 228,780 1,736,758 ― 1,736,758

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 40,286 40,286 △40,286 ―

計 1,507,977 269,066 1,777,044 △40,286 1,736,758

セグメント損失 △81,383 △12,289 △93,672 △1,565 △95,238

セグメント資産 1,290,571 224,662 1,515,234 △14,749 1,500,485

その他の項目

  減価償却費 114,874 222 115,096 △297 114,798

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

62,622 8,602 71,225 △4,357 66,868
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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) 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

(単位：千円) 

 
  

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) 

 
  

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。 

  

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) 

 該当事項はありません。 

(関連情報)

３．主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

ルネサスエレクトロニクス株式会社 1,055,732 テストソリューション事業

(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)

(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

(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)

(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

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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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金額の算定上の基礎 

 
  

  

(１株当たり情報)

項目
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)

１株当たり純資産額 5,371円71銭 4,836円99銭

１株当たり当期純損失金額（△） △1,031円23銭 △534円72銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、1株当たり当期

純損失であり、また、潜在株式が存

在していないため記載しておりませ

ん。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、1株当たり当期

純損失であり、また、潜在株式が存

在していないため記載しておりませ

ん。

項目
前連結会計年度

(平成22年３月31日)
当連結会計年度 

(平成23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 1,389,542

普通株式に係る純資産額（千円） 1,543,154 1,389,542

普通株式の発行済株式数（株） 304,023 304,023

普通株式の自己株式数（株） 16,749 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）

287,274 287,274

項目
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)

当期純損失（△）(千円) △296,246 △153,612

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 △153,612

普通株式の期中平均株式数(株) 287,274 287,274
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(重要な後発事象)

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)

１．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月末をもって当社の 

 九州事業所を閉鎖し当該子会社に業務移管しており 

 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 

――――――
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