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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(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 ％

24年3月期 1,525 △12.2 △89 ― △84 ― △295 ―
23年3月期 1,736 2.0 △95 ― △68 ― △153 ―

（注）包括利益 24年3月期 △295百万円 （―％） 23年3月期 △153百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 △1,029.18 ― △23.8 △6.2 △5.8
23年3月期 △534.72 ― △10.5 △4.3 △5.5

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 1,220 1,093 89.6 3,807.81
23年3月期 1,500 1,389 92.6 4,836.99

（参考） 自己資本   24年3月期  1,093百万円 23年3月期  1,389百万円

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

24年3月期 33 △77 △0 411
23年3月期 81 △10 △0 456

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 736 △2.9 5 ― 5 ― 5 ― 17.40
通期 1,536 0.7 15 ― 12 ― 12 ― 41.77



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 304,023 株 23年3月期 304,023 株
② 期末自己株式数 24年3月期 16,749 株 23年3月期 16,749 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 287,274 株 23年3月期 287,274 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 1,302 △13.2 △108 ― △95 ― △264 ―
23年3月期 1,500 2.1 △89 ― △54 ― △166 ―

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

24年3月期 △922.39 ―
23年3月期 △579.81 ―

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

24年3月期 1,263 1,129 89.4 3,930.94
23年3月期 1,529 1,394 91.1 4,853.33

（参考） 自己資本 24年3月期  1,129百万円 23年3月期  1,394百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
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。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.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。 
２.当社は平成24年４月１日を効力発生日として純粋持株会社体制への移行に伴い、当社の100％子会社である株式会社シスウェーブ分割準備会社に当社の
テストソリューション事業を承継いたしました。当社は同日付で「株式会社シスウェーブ」から「株式会社シスウェーブホールディングス」に商号変更するとともに、
その事業目的を純粋持株会社体制移行後の事業に合わせて変更しております。また、「株式会社シスウェーブ分割準備会社」は「株式会社シスウェーブ」に商
号変更しております。 
３.当社は、平成24年５月25日にアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。その説明内容については、当日使用する決算説明資料を、開催後速やかに
当社ホームページに掲載する予定です。 
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当連結会計年度（平成23年４月１日～平成24年３月31日）におけるわが国の経済は、平成23年３月11日

に発生した東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染の問題により、一時的に大き

な打撃を受けました。その後、経済活動や個人消費は緩やかな回復の途上にあるものの、欧州地域での債

務危機やタイの洪水被害、円高の影響から、秋以降の景気回復は足踏み傾向に留まり、景気の先行きにつ

いては不透明感が増す状況で推移いたしました。 

当社グループを取り巻く経営環境におきましても、デフレの影響や雇用情勢の悪化懸念等により消費者

の低価格志向や節約志向は依然として根強く、さらには、平成24年２月のエルピーダメモリーの経営破綻

により半導体業界のみならず、産業界全体にも大きな影響を及ぼす可能性があり、引き続きなお予断を許

さない状況となっております。 

このような環境下にあって当社グループは、国内大手半導体メーカーを受託先として、デジタル家電製

品や自動車などに使用されるＬＳＩの開発工程における『テスト開発』を中心として受託開発を行ってお

りますが、国内半導体メーカーは、震災等の影響により停滞したデジタル家電・自動車の在庫調整や、台

湾や韓国といったアジア勢との競争激化の影響により、設備投資抑制や、開発投資の内製化等を進めてお

ります。 

当社グループは、従来より特定大手取引先への依存度を下げるべく、新たな収益事業の開発とともに、

新規顧客の拡大に向け当社グループの技術を集約したプラットフォームの開発に取り組んでまいりました

が、新規顧客から受託は増加したものの市場全体の落ち込みを補うまでには至らず、当連結会計年度の売

上高は、15億25百万円（前連結会計年度比12.2％減）となりました。 

損益につきましては、労務費の削減やグループ企業の事務所の集約等、様々な経費削減の取り組みを行

っていましたが、当連結会計年度の営業損益ならびに経常損益はそれぞれ、営業損失89百万円（前連結会

計年度は営業損失95百万円）、経常損失84百万円（前連結会計年度は経常損失68百万円）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い、のれんの償却額54百万円を計上するとともに、事業用資

産並びに共用資産につきましても事業環境を鑑みて保守的な会計処理による見直しを行い減損損失１億24

百万円を計上した事などにより特別損失に２億９百万円を計上しております。その結果、当期純損失は２

億95百万円（前連結会計年度は当期純損失１億53百万円）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。 

［テストソリューション事業］ 

売上高は13億10百万円（前連結会計年度比13.1％減）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、セグメント損失97百万円（前連結会計年度はセグメント損失81百

万円）となりました。 

  

［組込ソリューション事業］ 

売上高は２億42百万円（前連結会計年度比9.7％減）となりました。売上高は減少したものの、テスト

ソリューション事業への開発人員の振替や、開発の効率化により、損益につきましては、セグメント利益

５百万円（前連結会計年度はセグメント損失12百万円）となりました。 

  

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析
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（次期の見通し） 

当社は今後より一層の企業価値向上のため、平成24年４月１日付けで、持株会社体制へ移行いたしまし

た。この施策実現により、グループ戦略と事業の分離による経営のスピード化、経営資源の 適配分と再

編成による強固な経営組織の構築、新規事業の立ち上げなどの迅速な意思決定、Ｍ＆Ａ等を活用した経営

規模の水平的な拡大など、これまで以上に企業価値向上に向けた取組を行ってまいる所存です。また、継

続的な経費削減努力による経営体質の改善により、損益分岐点は昨年度に比して大幅に改善が見込まれて

おります。 

平成25年３月期連結業績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15億36百万円、営業利益15百万円、経常利益12百万円、当期純利益は12百万円と予想

しております。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末における総資産は12億20百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億79百万円減

少いたしました。流動資産は11億４百万円となり、前連結会計年度末に比べて22百万円減少いたしまし

た。主な要因は現金及び預金の減少44百万円、受取手形及び売掛金の増加13百万円及び製品の増加14百

万円等によるものであります。固定資産は１億16百万円となり、前連結会計年度に比べて２億56百万円

減少いたしました。主な要因は、有形固定資産、無形固定資産の減損損失よる減少１億24百万円及びの

れんの償却による減少81百万円、敷金及び保証金の減少16百万円等によるものであります。 

  

（負債） 

当連結会計年度末における負債は１億26百万円となり、前連結会計年度末に比べて15百万円増加いた

しました。流動負債は１億19百万円となり、前連結会計年度末に比べて32百万円増加いたしました。主

な要因は、買掛金の増加8百万円、未払金の増加24百万円、預り金の増加11百万円、未払消費税等の減

少11百万円によるものであります。固定負債は７百万円となり、前連結会計年度末に比べて16百万円減

少いたしました。主な要因は資産除去債務の減少8百万円及び長期未払金の減少６百万円によるもので

あります。 

  

（純資産） 

当連結会計年度末における純資産は10億93百万円となり、前連結会計年度に比べ２億95百万円減少い

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89.6％（前連結会計年度末92.6％）となりました。 

  

（２）財政状態に関する分析
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② キャッシュ・フローの状況 

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４億11百万円となり、前連結会計年度末

に比べ44百万円減少いたしました。 

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33百万円（前年同期は81百万円）となりました。この主な要因は、税

金等調整前当期純損失２億93百万円ではありましたが、減価償却費96百万円、のれん償却額81百万円、

その他減損損失１億24百万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77百万円（前年同期は10百万円の使用）となりました。この主な要因

は、敷金の回収が16百万円、有形固定資産の取得による支出22百万円、無形固定資産の取得による支出

56百万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）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います。 

（注３）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。 

  

当社は、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。 

当事業年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、持株会社体制への移行により、既存の事業収益基盤の早期回復とともに、新たな収益基盤

の確立を図ることにより早期復配を目指してまいります。 

内部留保金の使途につきましては、Ｍ＆Ａを含めて、機動的に収益機会の拡大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条の規定に基づき、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。 

  

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

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 平成24年３月期

自己資本比率    （％） 87.6 83.7 93.0 92.6 89.6

時価ベースの自己資本比率（％） 51.2 54.9 40.7 34.3 109.7

（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
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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。 

  

② 新規参入による競合の激化について 

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 技術革新及び顧客ニーズへの対応について 

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。 
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④ 特定の販売先への依存について 

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59.8%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52.3%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。 

  

 
  

⑤ 検収時期の遅延等による業績への影響について 

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 。 

  

⑥ 人材の確保・育成等について 

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。 

  

⑦ 情報漏洩について 

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

相手先

前連結会計年度
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23年４月１日 
至 平成24年３月31日

販売高
(千円)

割合
(％)

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 60.8 797,887 52.3

ソニー株式会社 116,044 6.7 115,147 7.5
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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。 

  

⑧事業・資本提携について 

当社グループは持株会社体制へ移行し、新たな成長に向けた競争力強化の一環として国内外他社との

事業・資本提携を推進してまいります。しかし、市場環境や事業環境の変化などによっては、当初想定

していた成果を得られず、場合によっては、提携先及び出資先の事業、経営及び資産の悪化等が生じた

場合、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。また、出資に伴い、「のれ

ん」の償却が多額に発生した場合、あるいは出資先が業績不振となり「のれん」等の減損損失を計上す

る場合、これにより当社グループの業績や財政状態に悪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、10年余のDFT技術育成によりLSI設計工程を含む広範囲かつ効率の高いテストソリュー

ションにより顧客満足度向上を推進しております。    

  

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。 

  

（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、当社及び連結子会社２社で構成され、エレクトロニクス製品の開発販売を事業目的と

し、テストソリューション事業、組込ソリューション事業を主たる事業として取り組んでおります。 

  

(テストソリューション事業) 

当事業は、デジタル家電製品や自動車などに使用されるＬＳＩの開発工程における受託開発を行ってお

り、『回路設計』、『レイアウト設計』及び『テスト開発』の３つの工程それぞれの業務を受託すること

はもちろんのこと、全ての工程にわたる業務が受託可能な一貫開発体制を有することを特徴としておりま

す。 

とりわけ『テスト開発』(注)１は当社グループの主力事業として、これまで技術の蓄積と高度化に取り

組み、上場企業としては稀有なＬＳＩテストソリューションとして「テスト開発技術」を 大の強みとし

ております。ＬＳＩのテスト開発においては、ＬＳＩテスター(注)２に対する知識が不可欠ですが、当社

は自社内にクリーンルーム(注)３と各種テスターを所有しているため、テスターオペレーションにも精通

しております。 

また、ＬＳＩの高速化・高機能化が進む中、こうしたＬＳＩの全ての仕様を満足するテストを汎用のＬ

ＳＩテスターを使用して行うと、多大なコストを要する状況が生まれてきております。そこで当事業は、

半導体メーカーや装置メーカーの開発技術者のニーズに対応するため、ＬＳＩテストパターン検証装置や

イメージセンサー試験システム等のプラットフォーム製品の開発に取り組み、特定用途向けのテストシス

テムなどを開発・提供することで、半導体メーカー等のテスト開発コストの削減に寄与し、既存顧客はも

ちろん新規顧客の拡大を目指してまいります。 

 （注）１、動作確認や信頼性評価、量産工場での良品・不良品選別プログラム開発など。 

    ２、半導体の電気的特性を測定する装置。 

    ３、クラス1,000相当（１㎥に0.1μm以上の微粒子が1,000個以下）。 

  

（組込ソリューション事業） 

当事業は、20年を超えるプリンタシステムの受託開発により習得したプリンタシステム全般に関する技

術で多くのプリンティング関連企業に貢献してまいりました。 

また、永年様々な顧客要求を通じて確立したハードウェア・ソフトウェア協調設計技術、画像処理技

術、ネットワーク関連技術を核にデジタルテレビ等の映像関連機器、ネットワーク対応型医療機器、画像

処理による不良品検査装置、エレベータ監視用通信モジュール等幅広い組込ソリューションも提供してお

ります。 

さらに近年は、組込ソリューションの中でネットワーク接続機器の制御ソフト、データベースを用いた

ネットワーク業務システム、サーバ/クライアントシステムの環境構築及び運用保守等の市場へもソリュ

ーション提供の範囲を拡大しております。 

今後は、組込機器だけでなくシステム全体で、顧客のご要望に対応できる企業を目指してまいります。

２．企業集団の状況
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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。 

平成24年４月１日より持株会社体制へ移行することにより、これら従来の事業領域の体制強化・拡大と

ともに、新たな収益事業領域の拡大を模索して参ります。 

  

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。これらに向けてグループ内の

技術力をベースとしたプラットフォームを構築し、受託開発の拡大を目指してまいります。また、コア事

業の周辺領域さらには、新たな収益事業領域の拡大を図って参ります。また、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、新規事業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、継続的な開発効率の向上、技術資産の蓄積、営業力、

ＳＥ力の強化を推進してまいります。これらの経営戦略を具現化するため、持株会社体制へ移行するとと

もに、持株会社による、グループ企業戦略と事業の分離による経営のスピード化、経営資源の 適配分、

強固な経営組織の構築、新規事業の立ち上げなどの迅速な意思決定、Ｍ＆Ａ等を活用した経営規模の水平

的な拡大などをおこなってまいります。 

  

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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 456,481 411,825

受取手形及び売掛金 574,260 588,225

製品 1,008 15,234

仕掛品 45,000 44,887

原材料 1,364 1,128

前払費用 35,209 32,794

繰延税金資産 11,349 9,624

その他 2,753 784

流動資産合計 1,127,427 1,104,504

固定資産

有形固定資産

建物 135,968 55,911

減価償却累計額 △68,692 △51,595

建物（純額） 67,275 4,315

工具、器具及び備品 355,599 349,464

減価償却累計額 △296,701 △335,373

工具、器具及び備品（純額） 58,898 14,090

建設仮勘定 24,114 －

有形固定資産合計 150,288 18,406

無形固定資産

ソフトウエア 62,083 26,948

のれん 81,513 －

その他 2,222 1,623

無形固定資産合計 145,819 28,572

投資その他の資産

投資有価証券 － 9,000

敷金及び保証金 76,949 60,263

破産更生債権等 － 2,959

貸倒引当金 － △2,959

投資その他の資産合計 76,949 69,263

固定資産合計 373,057 116,242

資産合計 1,500,485 1,220,747
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度
(平成24年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 19,624 28,450

未払法人税等 5,128 3,903

受注損失引当金 3,407 2,337

資産除去債務 2,033 －

その他 57,577 85,161

流動負債合計 87,770 119,852

固定負債

長期未払金 11,500 5,300

繰延税金負債 1,372 －

資産除去債務 10,300 1,710

固定負債合計 23,172 7,010

負債合計 110,943 126,863

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 743,084 447,426

自己株式 △82,980 △82,980

株主資本合計 1,389,542 1,093,883

純資産合計 1,389,542 1,093,883

負債純資産合計 1,500,485 1,220,747
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

売上高 1,736,758 1,525,139

売上原価 1,238,002 1,092,402

売上総利益 498,755 432,736

販売費及び一般管理費

役員報酬 84,457 56,760

給料手当及び賞与 135,196 178,400

貸倒引当金繰入額 － 2,959

減価償却費 54,611 45,530

支払手数料 50,735 65,075

研究開発費 6,332 4,468

販売促進費 85,239 33,970

その他 177,420 134,587

販売費及び一般管理費合計 593,993 521,753

営業損失（△） △95,238 △89,016

営業外収益

受取利息 141 98

受取手数料 2,441 543

助成金収入 24,400 4,004

その他 1,625 310

営業外収益合計 28,608 4,956

営業外費用

支払利息 997 498

その他 390 －

営業外費用合計 1,387 498

経常損失（△） △68,017 △84,557

特別損失

固定資産除却損 4,418 21,567

のれん償却額 20,420 54,342

減損損失 3,252 124,433

特別退職金 20,957 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,199 －

瑕疵担保責任履行損失 － 3,106

賃貸借契約解約損 － 3,242

その他 － 2,445

特別損失合計 55,248 209,138

税金等調整前当期純損失（△） △123,265 △293,696

法人税、住民税及び事業税 2,076 1,608

法人税等調整額 28,269 353

法人税等合計 30,346 1,961

少数株主損益調整前当期純損失（△） △153,612 △295,658

当期純損失（△） △153,612 △295,658
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

少数株主損益調整前当期純損失（△） △153,612 △295,658

包括利益 △153,612 △295,658

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △153,612 △295,658
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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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 389,776 389,776

当期末残高 389,776 389,776

資本剰余金

当期首残高 339,662 339,662

当期末残高 339,662 339,662

利益剰余金

当期首残高 896,696 743,084

当期変動額

当期純損失（△） △153,612 △295,658

当期変動額合計 △153,612 △295,658

当期末残高 743,084 447,426

自己株式

当期首残高 △82,980 △82,980

当期末残高 △82,980 △82,980

株主資本合計

当期首残高 1,543,154 1,389,542

当期変動額

当期純損失（△） △153,612 △295,658

当期変動額合計 △153,612 △295,658

当期末残高 1,389,542 1,093,883

純資産合計

当期首残高 1,543,154 1,389,542

当期変動額

当期純損失（△） △153,612 △295,658

当期変動額合計 △153,612 △295,658

当期末残高 1,389,542 1,093,883
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（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23年４月１日
至 平成24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（△） △123,265 △293,696

減価償却費 114,798 96,615

のれん償却額 54,399 81,513

減損損失 3,252 124,433

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,199 －

受注損失引当金の増減額（△は減少） 1,792 △1,069

受取利息 △141 △98

支払利息 997 498

固定資産除却損 4,418 21,567

売上債権の増減額（△は増加） △10,585 △13,964

たな卸資産の増減額（△は増加） 14,819 △13,876

仕入債務の増減額（△は減少） 4,543 8,825

未払金の増減額（△は減少） △30,053 24,609

その他 42,013 472

小計 83,188 35,830

利息及び配当金の受取額 113 78

利息の支払額 △997 △498

法人税等の支払額 △720 △2,067

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,583 33,343

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 △39,206 △22,636

有形固定資産の売却による収入 16,800 －

無形固定資産の取得による支出 △15,546 △56,777

投資有価証券の取得による支出 － △9,000

敷金の回収による収入 30,363 16,685

その他 △3,163 △6,247

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,754 △77,975

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △364 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △364 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 70,465 △44,655

現金及び現金同等物の期首残高 386,016 456,481

現金及び現金同等物の期末残高 456,481 411,825
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該当事項はありません。 

  

連結の範囲に関する事項 

 (1)連結子会社の数 

 ２社 

連結子会社の名称 

 ㈱ソアーシステム 

 ㈱シスウェーブテクノ 

  

 (2)非連結子会社の名称 

 ㈱シスウェーブ分割準備会社 

連結の範囲から除いた理由 

総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。 

  

（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
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 (繰延税金資産) 

 
 (繰延税金負債) 

 
  

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原因となった主な項目別の内訳 

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。 

  

３．法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正 

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律及び東日本

大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法が平成23年12月２

日に公布されたことに伴い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算(ただし、平成24年

４月１日以降解消されるものに限る)に使用した法定実効税率は、前連結会計年度の40.0％から、回収又

は支払が見込まれる期間が平成24年４月１日から平成27年３月31日までのものは37.4％、平成27年４月１

日以降のものについては35.0％にそれぞれ変更されております。 

その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が624千円減少し、当連結会計年

度に計上された法人税等調整額が624千円増加しております。 

（７）連結財務諸表に関する注記事項 

(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

(1) 流動資産

受注損失引当金 1,363千円 874千円

未払事業税 1,040 〃 698 〃

未払事業所税 1,216 〃 1,060 〃

未払確定拠出年金拠出金 581 〃 534 〃

未払費用 793 〃 804 〃

資産除去債務 1,894 〃 ― 

繰越欠損金 10,239 〃 9,523 〃

その他 876 〃 31 〃

(2) 固定資産

減損損失 1,752千円 45,006千円

長期未払金 4,600 〃 1,855 〃

資産除去債務 3,074 〃 626 〃

会員権評価損 680 〃 595 〃

繰越欠損金 274,496 〃 268,892 〃

その他 ― 1,121 〃

繰延税金負債(固定)との相殺 ― △564 〃

繰延税金資産小計 302,604千円 331,055千円

  評価性引当額 △291,255千円 △321,431千円

  繰延税金資産合計 11,349千円 9,624千円

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当連結会計年度 
(平成24年３月31日)

  固定負債

  有形固定資産 △1,372千円 △564千円

  繰延税金資産(固定)との相殺 ― 564

  繰延税金負債合計 △1,372千円 ―
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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 1,507,977 228,780 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

 のれん償却額 ― 33,978 33,978 ― 33,978

  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23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
(注) １．調整額は、以下のとおりであります。 

  (1) セグメント利益又は損失の調整額3,606千円は、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1,806千円であります。 

  (2) セグメント資産の調整額△10,844千円には、セグメント間取引消去△9,535千円、棚卸資産及び固定資産

の調整額△1,308千円であります。 

  (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．セグメント利益又は損失は、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 1,307,207 217,931 1,525,139 ― 1,525,139

  セグメント間の内部売上高
 又は振替高

3,461 24,912 28,374 △28,374 ―

計 1,310,669 242,844 1,553,513 △28,374 1,525,139

セグメント利益又は損失（△） △97,638 5,015 △92,622 3,606 △89,016

セグメント資産 1,106,951 124,640 1,231,591 △10,844 1,220,747

その他の項目

  減価償却費 93,771 4,333 98,105 △1,490 96,615

 のれん償却額 ― 27,171 27,171 ― 27,171

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

76,707 6,608 83,315 △481 82,834
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前連結会計年度(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。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

(単位：千円) 

 
  

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

(単位：千円) 

 
  

(関連情報)

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

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 797,887 テストソリューション事業
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前連結会計年度(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23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
  

前連結会計年度(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23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

 
  

該当事項はありません。 

(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 ― 3,252 ― 3,252

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計
テストソリュ
ーション事業

組込ソリュー
ション事業

計

減損損失 126,816 ― 126,816 △2,382 124,433

(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 ― 54,399 54,399 ― 54,399

当期末残高 ― 81,513 81,513 ― 81,513

(単位：千円)

報告セグメント

全社・消去 合計
テストソリュ
ーション事業

組込ソリュー
ション事業

計

当期償却額 ― 81,513 81,513 ― 81,513

当期末残高 ― ― ― ― ―

(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) １．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。 

２．１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり純資産額 4,836.99円 3,807.81円

１株当たり当期純損失金額（△） △534.72円 △1,029.18円

項目
前連結会計年度

(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23年４月１日
至 平成24年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

 当期純損失（△）(千円) △153,612 △295,658

 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) △153,612 △295,658

 普通株式の期中平均株式数(株) 287,274 287,274

項目
前連結会計年度

(平成23年３月31日)
当連結会計年度

(平成24年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 1,389,542 1,093,883

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） ― ―

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 1,389,542 1,093,883

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

287,274 287,274
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当社は純粋持株会社制に移行するため、平成24年２月13日開催の当社取締役会において締結した、当

社の完全子会社である株式会社シスウェーブ分割準備会社（平成24年４月１日付で「株式会社シスウェ

ーブ」に商号変更。以下「承継会社」といいます。）との吸収分割契約に基づき、平成24年４月１日を

もって当社の全ての事業（但し、子会社株式を所有することにより、これらの会社の事業活動を支配・

管理する事業を除く。）を承継会社に承継いたしました（以下、この会社分割を「本件会社分割」とい

います。）。本件会社分割後の当社は、平成24年４月１日付で「株式会社シスウェーブホールディング

ス」に商号変更するとともに、その事業目的を純粋持株会社制移行後の事業に合わせて変更しておりま

す。 

  

１．持株会社体制への移行の目的 

当社は、平成19年３月のJASDAQ 上場以来、これまでひとえに企業価値向上に努めてまいりました。

しかしながらその後に発生したサブプライムローンの破綻による世界的な金融システムの崩壊、昨年に

顕在化した欧州地区の経済危機、さらには東日本大震災による国内市場の混乱など、当社をとりまく環

境は目まぐるしく変わっております。 

このような世界経済の混乱と長引く不透明感は、国内半導体メーカーの設備投資抑制や投資の内製化

へと結びつき、まさに当社は歴史的な構造不況を経験するに至りました。 

これら激変する環境に対し、当社は数次にわたる構造改革はもとより、昨年度から進めてまいりまし

たテストソリューションビジネスのコアとなるべきｅTOPS プラットフォームの開発や精力的な新規顧

客層の開拓、更にはグループ各社間の事業シナジー創成などに注力した結果、これらの活動が奏効して

いよいよ新たなビジネスステージへと踏み出す用意が整いました。 

このような背景のもと、当社はなお一層の企業価値向上のため、持株会社体制に移行することを決定

いたしました。この施策実現により、グループ戦略と事業の分離による経営の効率化、経営資源の 適

配分と再編成による強固な経営組織の構築、新規事業の立ち上げなどの迅速な意思決定、Ｍ＆Ａ等を活

用した経営規模の水平的な拡大など、これまで以上に企業価値が高まるものと確信しております。 

持株会社体制に移行後も当社は引き続き上場を維持するとともに、この体制を活かして機動的な経営

を進めてまいる所存です。 

  

２．会社分割の要旨 

(１)会社分割の効力発生日 

 
  

(２)分割の方式 

本件分割は、当社を吸収分割会社（以下「分割会社」といいます。）とし、当社100％出資の分割

準備会社を吸収分割承継会社（以下「承継会社」といいます。）として、当社の営む全ての事業（但

し、子会社株式を所有することにより、これらの会社の事業活動を支配・管理する事業を除く。）に

関して有する権利義務を承継会社に対して承継させる方式により行います。 

  

(重要な後発事象)

平成24年４月１日(日)  
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(３)分割に係る割当ての内容 

承継会社である株式会社シスウェーブ分割準備会社は、本件分割に際して普通株式を15,700 株発

行し、これを全て分割会社である当社に割当て交付いたします。 

  

(４)分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりません。 

  

(５)分割により減少する資本金等 

本件分割に伴う当社の資本金等の減少はありません。 

  

(６)承継会社が承継する権利義務 

承継会社が当社から承継する権利義務は、効力発生日において、本件分割に係る吸収分割契約に規

定される、当社の営む全ての事業（但し、子会社株式を所有することにより、これらの会社の事業活

動を支配・管理する事業を除く。）に係る一切の資産、負債、契約上の地位及びこれらの契約に付随

する一切の権利義務（但し、雇用契約及びそれに関連する権利義務を除く。）といたします。 

なお、承継会社が当社から承継する債務については、重畳的債務引受の方法によるもの 

といたします。 

  

(７)債務履行の見込み 

効力発生日以降の当社及び承継会社においては、いずれも資産の額が負債の額を上回ることが見込

まれており、また、負担すべき債務の履行に支障を及ぼすような事態は現在のところ予測されており

ません。従って、本件分割後において、当社及び承継会社の負担すべき債務については、履行の確実

性に問題はないものと判断しております。 

  

３．実施した会計処理の概要 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する

会計基準」(企業会計基準第７号 平成20年12月26日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共通支配下の取引

として会計処理を行っております。 
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