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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

 
(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成しておりませんので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移に

ついては記載しておりません。 

２ 第36期中間会計期間については、当社は第37期中間会計期間より中間財務諸表を作成しているため記載して

おりません。 

３ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

４ 持分法を適用した場合の投資利益については、当社は持分法が適用される関連会社がないため記載しており

ません。 

５ 第37期中間会計期間、第36期事業年度の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、新株引受

権の残高はありますが、当該各中間会計期間および事業年度については当社株式は非上場であり、期中平均

株価が把握できませんので記載しておりません。 

６ 第38期中間会計期間および第37期事業年度の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第36期中 第37期中 第38期中 第36期 第37期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (千円) ─ 1,084,314 1,086,007 1,999,755 2,278,994

経常利益 (千円) ─ 167,358 63,817 342,233 360,614

中間(当期)純利益 (千円) ─ 98,599 37,050 187,025 205,600

持分法を適用した場合の 
投資利益

(千円) ─ ─ ─ ─ ─

資本金 (千円) ─ 100,000 389,776 100,000 389,776

発行済株式総数 (株) ─ 150,000 304,023 150,000 304,023

純資産額 (千円) ─ 1,206,584 1,865,779 1,107,985 1,893,023

総資産額 (千円) ─ 1,485,848 2,152,512 1,377,649 2,289,067

１株当たり純資産額 (円) ─ 8,043.90 6,227.51 7,386.57 6,226.58

１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ─ 657.33 122.43 1,246.83 1,104.78

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─ ─ 80.0

自己資本比率 (％) ─ 81.2 86.7 80.4 82.7

営業活動による 
キャッシュ・フロ-

(千円) ─ 39,940 110,859 145,338 185,762

投資活動による 
キャッシュ・フロ-

(千円) ─ △ 17,988 △ 359,393 △ 65,734 △ 476,137

財務活動による 
キャッシュ・フロ-

(千円) ─ ─ △ 61,442 ─ 570,502

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) ─ 587,680 535,880 565,729 845,856

従業員数 (名) ─ 194 220 172 191



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社が営んでいる事業の内容に重要な変更はありません。 

  

  

３ 【関係会社の状況】 

該当事項はありません。 

  

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の従業員の状況 

平成19年9月30日現在 

 
（注)1.  従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、役員、休

職者、臨時雇用者(パートタイマー)を除いております。 

2.  従業員数が当中間会計期間において29名増加しておりますが、これは事業規模の拡大に伴う人員増強による

ものであります。 

  

(2) 労働組合の状況 

労働組合は結成されておりませんが、労使関係については、特に記載すべき事項はありません。 

  

従業員数(名) 220



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間会計期間におけるわが国の経済は、米国経済の減速感や国内における個人消費の停滞感などに

より景気に及ぼす悪影響が懸念されました。一方、BRICｓ各国の堅調な景気拡大を反映して輸出関連企

業が全般に底堅さを保ち、企業収益の改善が見られ、設備投資も増加傾向を維持したことから、依然と

して緩やかな景気拡大基調が続きました。当社の事業である半導体業界においては、開発投資が依然活

発な状況にあり、特にゲーム機器、カーエレクトロニクスなどの分野においては積極的に続いたことに

より、当社においてもLSI開発事業のテスト開発を中心に受注が前年同期比で増加傾向を示しました。

一方、デジタル家電分野においては、開発投資の選択と集中が進み、一部の製品分野においては開発投

資抑制の動きが顕在化したことから、当社においてもLSI開発事業の回路設計、レイアウト設計の受注

が前年同期比で減少しました。 

 このような環境下で、当社の当中間会計期間の売上高は、新たに導入を予定しておりましたLSIテス

ターの稼動の遅延、及び売上計画にあった受注業務で受注できない案件があったこと等により、前年同

期比0.2％増の10億86百万円にとどまりました。損益につきましては、上記の理由による売上の伸び悩

みにより、主に販売活動費や人件費、その他の諸経費の増加を吸収するには至らず、営業利益は前年同

期比63.5％減の61百万円、経常利益は前年同期比61.9％減の63百万円、中間純利益は前年同期比62.4％

減の37百万円となりました。 

  

 事業部門別の状況は、次の通りであります。 

   

［LSI開発事業］ 

売上高は、前年同期比8.8％増の8億24百万円となりました。内訳を見ますと、テスト開発は前年同期

比17.6％増の6億11百万円、回路設計は前年同期比0.4％減の97百万円、レイアウト設計は前年同期比

17.6％減の1億14百万円でありました。 

 主な理由は、テスト開発においては、主要顧客におけるカーエレクトロニクス分野に対する積極的な

開発投資と相まって、前期までに導入した3台のLSIテスターの稼動が順調であったことから、前年同期

比受注増加となりました。一方で、主要顧客のデジタル家電分野の開発投資抑制の影響を受け受注が減

少したことや、当期新たに導入したLSIテスターの稼動が設置場所の事情により予定より約3ヶ月遅延

し、同設備の立ち上げが9月にずれ込んだことで当初見込みどおりの受注を確保することができません

でした。そして、これらを踏まえて、かかる状況を改善するために前期までに導入した3台のLSIテスタ

ー稼動向上を図ったものの受注不足分を完全にリカバリーするには至らず、結果として前年同期比増収

となったものの当初予想比減収となりました。回路設計及びレイアウト設計においては、主要顧客のデ

ジタル家電分野の開発投資抑制の影響を受け受注が減少し、前年同期比、当初予想比共に減収となりま

した。 

 以上の結果、LSI開発事業の売上総利益は2億82百万円となりました。 

  



［システム開発事業］ 

売上高は、前年同期比19.9％減の2億61百万円となりました。 

 主な売上未達成の理由は、既存顧客から発注されることを前提に業務を行っておりましたが、業務概

要に関する取り決めの作業が遅れ、その調整に時間を要し、結果として当初受注を予定していた約20百

万円の案件を受注することができなかったこと、また前期に完成した案件で保守作業が発生し、当初受

注を予定していた約9百万円の他の開発案件に着手できなかったこと、新規開発に取り組んだLSI評価シ

ステムのプラットフォームの開発期間が予定より約2ヶ月延長し9月となったことにより、その期間、そ

の開発に携わった技術者が他の受託開発業務に従事できなかったことで想定していた約5百万円の受注

が確保できなかったこと、及び開発ツールの販売において、顧客から追加仕様の要請を受け、その調整

に時間を要したことから約6百万円の販売計画が下期にずれ込んだこと等により、前年同期比で共に減

収となりました。 

 以上の結果、システム開発事業の売上総利益は67百万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間会計期間末における現金及び現金同等物の中間期末残高は、5億35百万円（前中間会計期間末

比51百万円減）となりました。これは定期預金の預入による支出や有形固定資産の取得による支出、無

形固定資産に取得による支出が発生したこと等によるものであります。 

  

 当中間会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次の通りであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間会計期間における営業活動により得られた資金は1億10百万円(前中間会計期間比177.6％増)と

なりました。これは税引前中間純利益63百万円の計上や売上債権2億6百万円の減少等があった一方で、

法人税等の支払額94百万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) 

当中間会計期間における投資活動により使用した資金は3億59百万円(前中間会計期間比1,898.0％増)

となりました。これは基幹システムおよび新規LSIテスターの導入に伴う支出等があったことによるも

のであります。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間会計期間における財務活動により使用した資金は61百万円(前中間会計期間における財務活動

により使用した資金はございません)となりました。これは配当金の支払および自己株式の取得に伴う

支出があったことによるものであります。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当社の事業は、主として受託開発業務であるため、生産実績は販売実績と同一の内容となります。従

って、生産実績の記載を省略いたします。 

  

(2) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。 

  

 
(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次の通りであります。 

  

 
(注) １ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

  

 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業部門

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

ＬＳＩ開発事業 995,913 12.3 199,771 △ 46.7

回路設計 109,462 9.0 14,000 △ 70.1

レイアウト設計 139,124 △ 21.0 27,200 △ 64.1

テスト開発 747,326 22.4 158,571 △ 37.1

システム開発事業 336,552 1.3 86,853 △ 12.5

合計 1,332,465 9.3 286,624 △ 39.5

事業部門
当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前年同期比(％)

LSI開発事業 824,539 8.8

回路設計 97,962 △ 0.4

レイアウト設計 114,974 △ 17.6

テスト開発 611,602 17.6

システム開発事業 261,468 △ 19.9

合計 1,086,007 0.2

相手先

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

販売高
(千円)

割合
(％)

販売高
(千円)

割合 
(％)

NECエレクトロニクス㈱ 610,038 56.3 651,781 60.0

NECマイクロシステム㈱ 102,829 9.5 133,593 12.3

ソニー㈱ 124,611 11.5 93,980 8.6



３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課

題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間会計期間の研究開発費の総額は6,357千円であり、すべてシステム開発事業に係るものであり

ます。当中間会計期間の研究開発活動は、次の通りであります。  

 

（LSI評価システムのデータ伝送方式の検討）  

 LSI評価システムに評価データを伝送する方式について検討を行いました。なお当該研究開発費の総

額は、1,159千円であります。  

 

（自動テストパターン生成方式の検討）  

 標準LSIテスト言語であるSTILに準拠したLSIテストパターンの自動生成方式について検討を行いまし

た。なお当該研究開発費の総額は、5,197千円であります。  

  

(注) STIL（Standard Test Interface Language）とは、IEEE（電気電子学会：The Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, Inc.）において標準化が進められている標準LSIテスト言語のことであります。  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に下記が追加されております。 

 
（注)1. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

2. 従業員数は就業人数であります。 

3. 現在休止中の設備はありません。 

4. 上記のほか、当中間会計期間において、主要な賃借およびリース設備に下記が追加されております。 

 
  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

(1) 重要な設備計画の完了 

前事業年度末における設備計画のうち、当中間会計期間に完了したものは、次の通りであります。 

 
  

(2) 重要な設備計画の変更等 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設について、重要な変更は

ありません。 

  

(3) 重要な設備の新設等 

当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等はありません。 

  

(4) 重要な設備の除却等 

前事業年度末において、計画中又は実施中の重要な設備の除却等はありません。また、当中間会計期

間において、新たに確定した重要な設備の除却等はありません。 

  

事業所名 
(所在地）

事業部門 設備の内容

帳簿価額（千円） 従業 
員数 
(人)建物

工具器具
及び備品

ソフト
ウェア

合計

本社 
(神奈川県川崎市中原区)

全社
基幹システ
ム

8,517 16,550 136,480 161,548 188

LSI開発
事業

LSIテスター ― 68,697 ― 68,697

事業所名 
（所在地）

事業部門の名称
設備の 
内容

賃借面積 
（㎡）

年間賃借
料又は年
間リース
料(千円)

リース 
残高 

（千円）

リース 
期間 

（年）

本社 
(神奈川県川崎市中原
区)

LSI開発事業

LSI 
テスター

─ ─ 6,000 1

テスター
室(賃借)

322.90 13,479 ─ ─

事業所名 
（所在地）

事業部門 設備の内容 投資額（千円） 完了年月

本社 
(神奈川県川崎市中原区)

全社 基幹システム 161,548 平成19年7月

LSI開発事業 LSIテスター 68,697 平成19年9月



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,200,000

計 1,200,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 304,023 304,023
ジャスダック証券
取引所

―

計 304,023 304,023 ― ―

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日

― 304,023 ─ 389,776 ─ 339,662



(5) 【大株主の状況】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 当社は、平成19年9月30日現在において、自己の株式を4,420株保有しております。 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

有限会社 ソフナ 神奈川県相模原市相模台6丁目12-12 77,817 25.60

長岡 利明 神奈川県相模原市 49,711 16.35

鈴木 博 東京都中野区 32,902 10.82

シスウェーブ従業員持株会
神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403
小杉ビルディング

13,920 4.58

鈴木 梅子 東京都港区 7,860 2.59

豊川 功得 東京都大田区 7,201 2.37

文屋 等 神奈川県川崎市宮前区 5,701 1.88

サカエ 株式会社 東京都渋谷区代官山町17-3-1204 4,851 1.60

中山 泰二 東京都渋谷区 4,020 1.32

西川 猛 東京都世田谷区 3,650 1.20

計 ― 207,633 68.31



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年9月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

該当事項はありません。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ─ ─ ─

議決権制限株式(その他) ─ ─ ─

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式）
普通株式   4,420

─ ─

完全議決権株式(その他) 普通株式 299,570 29,957 ─

単元未満株式 普通株式       33 ─ ─

発行済株式総数 304,023 ─ ─

総株主の議決権 ─ 29,957 ─

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

 

他人名義
所有株式数

所有株式数 
の合計(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

（自己保有株式） 
株式会社 シスウェーブ

川崎市中原区小杉町一丁目
403 小杉ビルディング

4,420 ― 4,420 1.45

計 ― 4,420 ― 4,420 1.45

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 12,830 10,990 10,900 10,450 9,480 8,000

最低(円) 9,010 9,280 9,600 8,820 6,750 7,000



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等規

則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、前中間会計期間（平成18年4月1日から平成18年9月30

日まで）の中間財務諸表については、みすず監査法人の監査を受け、また、金融商品取引法第193条の2第

１項の規定に基づき、当中間会計期間（平成19年4月1日から平成19年9月30日まで）の中間財務諸表につ

いては、新日本監査法人の監査を受けております。  

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。  

  前事業年度 みすず監査法人  

  当事業年度 新日本監査法人 

 なお、前中間会計期間に係る中間監査報告書は、平成19年２月16日に提出した有価証券届出書に添付さ

れたものを利用しております。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、中間連結財務諸表を作成しておりません。 

  



１ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成18年9月30日)

当中間会計期間末

(平成19年9月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 622,772 726,019 980,948

 ２ 受取手形 54,796 ─ ─

 ３ 売掛金 503,525 436,520 643,181

 ４ 有価証券 ─ 299,100 298,144

 ５ たな卸資産 33,843 21,964 14,067

 ６ その他 ※２ 96,384 109,136 85,166

   貸倒引当金 △ 3,333 ─ ─

   流動資産合計 1,307,989 88.0 1,592,743 74.0 2,021,509 88.3

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 工具器具及び備品 ─ 149,733 33,928

  (2) その他 ─ 126,359 77,403

     有形固定資産合計 54,668 276,093 111,332

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウェア ─ 149,188 20,744

  (2) その他 ─ 1,781 19,589

     無形固定資産合計 6,315 150,970 40,333

 ３ 投資その他の資産 116,874 132,705 115,892

   固定資産合計 177,859 12.0 559,769 26.0 267,558 11.7

   資産合計 1,485,848 100.0 2,152,512 100.0 2,289,067 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年9月30日)

当中間会計期間末

(平成19年9月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 

(平成19年3月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 15,898 15,329 12,786

 ２ 未払役員賞与 ─ ─ 23,400

 ３ 未払法人税等 74,100 31,935 94,000

 ４ 賞与引当金 106,087 117,601 106,225

 ５ その他 ※２ 83,177 118,436 159,631

   流動負債合計 279,263 18.8 283,303 13.2 396,043 17.3

Ⅱ 固定負債

 １ 役員退職慰労引当金 ─ 3,429 ─

   固定負債合計 ─ 3,429 0.1 ─

   負債合計 279,263 18.8 286,732 13.3 396,043 17.3

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 100,000 389,776 389,776

 ２ 資本剰余金

   資本準備金 50,000 339,662 339,662

   資本剰余金合計 50,000 339,662 339,662

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 11,300 11,300 11,300

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 603,000 703,000 603,000

    繰越利益剰余金 442,284 462,014 549,285

   利益剰余金計 1,056,584 1,176,314 1,163,585

 ４ 自己株式 ─ △ 39,973 ─

   株主資本合計 1,206,584 81.2 1,865,779 86.7 1,893,023 82.7

   純資産合計 1,206,584 81.2 1,865,779 86.7 1,893,023 82.7

   負債純資産合計 1,485,848 100.0 2,152,512 100.0 2,289,067 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 1,084,314 100.0 1,086,007 100.0 2,278,994 100.0

Ⅱ 売上原価 724,807 66.8 736,497 67.8 1,463,389 64.2

   売上総利益 359,506 33.2 349,509 32.2 815,604 35.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 191,469 17.7 288,225 26.6 428,007 18.8

   営業利益 168,036 15.5 61,284 5.6 387,596 17.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 746 0.0 3,029 0.3 1,879 0.0

Ⅴ 営業外費用 1,424 0.1 496 0.0 28,861 1.2

   経常利益 167,358 15.4 63,817 5.9 360,614 15.8

Ⅵ 特別利益 ─ ─ ─ ─ 3,042 0.1

Ⅶ 特別損失 ─ ─ 151 0.0 841 0.0

   税引前中間(当期) 
   純利益

167,358 15.4 63,666 5.9 362,815 15.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

73,670 27,839 162,965

   法人税等調整額 △4,911 68,759 6.3 △1,223 26,615 2.5 △ 5,749 157,215 6.9

   中間(当期)純利益 98,599 9.1 37,050 3.4 205,600 9.0



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

  

 
  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 

 
  

項目

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 

合計
純資産合計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金

別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成18年３月31日 

残高(千円)
100,000 50,000 11,300 503,000 443,685 1,107,985 1,107,985

中間会計期間中の 

変動額

 別途積立金への 

 振替
─ ─ ─ 100,000 △100,000 ─ ─

 中間純利益 ─ ─ ─ ─ 98,599 98,599 98,599

中間会計期間中の 

変動額合計(千円)
─ ─ ─ 100,000 △1,400 98,599 98,599

平成18年９月30日 

残高(千円)
100,000 50,000 11,300 603,000 442,284 1,206,584 1,206,584

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年3月31日残高(千円) 389,776 339,662 339,662

中間会計期間中の変動額

 別途積立金への振替 ― ― ―

 剰余金の配当 ― ― ―

 中間純利益 ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ―

中間会計期間中の 

変動額合計(千円)
― ― ―

平成19年9月30日残高(千円) 389,776 339,662 339,662

株主資本

純資産合計

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成19年3月31日残高(千円) 11,300 603,000 549,285 1,163,585 ― 1,893,023 1,893,023

中間会計期間中の変動額

 別途積立金への振替 ― 100,000 △ 100,000 ─ ─ ─ ─

 剰余金の配当 ― ― △ 24,321 △ 24,321 ― △ 24,321 △ 24,321

 中間純利益 ― ― 37,050 37,050 ― 37,050 37,050

 自己株式の取得 ― ― ― ― △ 39,973 △ 39,973 △ 39,973

中間会計期間中の 

変動額合計(千円)
― 100,000 △ 87,271 12,728 △ 39,973 △ 27,244 △ 27,244

平成19年9月30日残高(千円) 11,300 703,000 462,014 1,176,314 △ 39,973 1,865,779 1,865,779



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

項目

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 

合計別途積立金
繰越利益 

剰余金

平成18年3月31日残高(千円) 100,000 50,000 50,000 11,300 503,000 443,685 957,985 1,107,985 1,107,985

事業年度中の変動額

 新株の発行 289,776 289,662 289,662 ― ― ― ― 579,438 579,438

 別途積立金への振替 ─ ─ ─ ― 100,000 △100,000 ― ─ ─

 当期純利益 ─ ─ ─ ― ― 205,600 205,600 205,600 205,600

事業年度中の変動額合計(千円) 289,776 289,662 289,662 ― 100,000 105,600 205,600 785,038 785,038

平成19年3月31日残高(千円) 389,776 339,662 339,662 11,300 603,000 549,285 1,163,585 1,893,023 1,893,023



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前中間(当期)純利益 167,358 63,666 362,815

   減価償却費 11,172 26,813 26,025

   賞与引当金の増加額(△減少額) 11,296 11,375 11,435

   役員退職慰労引当金の 
   増加額(△減少額)

─ 3,429 ─

   貸倒引当金の増加額(△減少額) 291 ─ △3,042

   受取利息 △56 △755 △278

   有価証券利息 ─ △956 ─

   株式交付費 ─ ─ 8,935

   有形固定資産除却損 ─ 151 841

   売上債権の減少額(△増加額) △51,863 206,660 △136,723

   たな卸資産の減少額(△増加額) △4,255 △7,896 15,520

   仕入債務の増加額(△減少額) △13,481 2,543 △16,594

   未払役員賞与の増加額(△減少額) ─ △23,400 23,400

   その他  △5,523 △77,517 45,584

小計 114,937 204,114 337,919

   利息の受取額 41 745 268

   法人税等の支払額 △75,039 △94,000 △152,424

  営業活動によるキャッシュ・フロー 39,940 110,859 185,762

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 ─ △55,046 △100,000

   有価証券の取得による支出 ─ ─ △298,133

   有形固定資産の取得による支出 △15,514 △168,054 △40,223

   無形固定資産の取得による支出 △2,286 △120,639 △35,956

   その他 △188 △15,652 △1,824

  投資活動によるキャッシュ・フロー △17,988 △359,393 △476,137

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   株式の発行による収入 ─ ─ 570,502

   配当金の支払額 ─ △21,469 ─

   自己株式の取得による支出 ─ △39,973 ─

  財務活動によるキャッシュ・フロー ─ △61,442 570,502

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
    (△減少額)

21,951 △ 309,975 280,127

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 565,729 845,856 565,729

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)
  残高

587,680 535,880 845,856



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1)  ─────────

 

 

 (2) たな卸資産

  原材料 ‥‥ 総平均法に基 

        づく原価法

  仕掛品 ‥‥ 個別法に基づ 

        く原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

   満期保有目的の債券 

  ‥‥ 償却原価法（定額法)

 (2) たな卸資産

  原材料 ‥‥ 同左 

 

  仕掛品 ‥‥ 同左 

 

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) 有価証券

  満期保有目的の債券 

  ‥‥ 同左

 (2) たな卸資産

   原材料 ‥‥ 同左 

 

   仕掛品 ‥‥ 同左 

 

２ 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 3年～15年

    備品 4年～15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

法によっております。

２ 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 3年～18年

    備品 2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

法によっております。

２ 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～15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

法によっております。

 (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  (2) 無形固定資産 ‥‥ 同左

 (3) 長期前払費用 ‥‥ 定額法  (3) 長期前払費用 ‥‥ 同左  (3) 長期前払費用 ‥‥ 同左

３ ──────────── ３ 繰延資産の処理方法

  株式交付費 ‥ 支出時に全 

          額費用処理

３ 繰延資産の処理方法

  株式交付費 ‥ 同左

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒損失に備えるため

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

見込額を計上しています。

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため

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

見込額を計上しています。 

なお、当中間会計期間におけ

る貸倒引当金の計上はありま

せん。

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金   

債権の貸倒損失に備えるため

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

見込額を計上しています。 

なお、当事業年度における貸

倒引当金の計上はありませ

ん。

 (2) 賞与引当金

   従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額の当中間会

計期間負担額を計上していま

す。

 (2) 賞与引当金 

   同左

 (2) 賞与引当金

   従業員の賞与の支給に備える

ため、支給見込額の当期負担

額を計上しています。

 (3)   ──────────

  

 (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

程に基づく中間期末要支給額

を計上しております。

 (3)   ──────────



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ 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。

５ リース取引の処理方法 

  同左

５ リース取引の処理方法 

  同左

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  中間キャッシュフロー計算書に

おける資金(現金および現金同等

物)は、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 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  同左

６ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

  キャッシュフロー計算書におけ

る資金(現金および現金同等物)

は、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。

７ その他中間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。

７ その他中間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

  同左

７ 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

  同左



（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当中間会計期間より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成

17年12月９日 企業会計基準第５

号)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」(企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)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1,206,584千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期間における中

間貸借対照表の純資産の部について

は、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成しております。

 法人税法の改正に伴い、平成19年

4月1日以降に取得した有形固定資産

については、改正法人税法に規定す

る減価償却費を計上しております。

なお、これに伴う損益への影響は軽

微であります。

(役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会

平成17年11月29日 企業会計基準第

4号）を適用しております。これに

より、従来、株主総会決議時に未処

分利益の減少として会計処理してい

た役員賞与を当事業年度から発生時

に費用処理しております。この結

果、従来の方法に比べて、営業利

益、経常利益および税引前当期純利

益が、それぞれ23,400千円減少して

おります。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準) 

 当事業年度より「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 平成17年12

月9日 企業会計基準第5号）および

「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

業会計基準委員会 平成17年12月9

日 企業会計基準適用指針第8号）

を適用しております。従来の資産の

部の合計に相当する金額は

1,893,023千円であります。



（表示方法の変更） 

 
  

（追加情報） 

 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
  至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
 至 平成19年９月30日)

該当事項はありません。 （中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において固定資産の「有形固定資産」

に含めて表示しておりました「工具器具及び備品」（前

中間会計期間23,659千円）、および「無形固定資産」に

含めて表示しておりました「ソフトウェア」（前中間会

計期間4,618千円）については、いずれも資産総額の100

分の5超となったため、当中間会計期間より区分掲記し

ております。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

該当事項はありません。  法人税法の改正に伴い、平成19年

3月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の方法の適用により

取得価額の5%に到達した事業年度の

翌事業年度より、取得価額の5%相当

額と備忘価額との差額を5年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。なお、これに

伴う損益への影響は軽微でありま

す。 

 

 当事業年度に資本金が1億円を超

えたことに伴い、当事業年度から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年2月

13日企業会計基準委員会実務対応報

告第12号）に従い、法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販

売費及び一般管理費に計上しており

ます。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が7,990千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益が

7,990千円減少しております。

 当中間会計期間に役員退職慰労金

規程を新たに制定したことに伴い、

当中間会計期間から役員退職慰労引

当金を計上しております。 



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 
  

(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間末 

(平成18年9月30日)

当中間会計期間末 

(平成19年9月30日)

前事業年度末 

(平成19年3月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       81,696千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額       94,196千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額        80,087千円

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動負債

のその他に含めて表示してお

ります。

※２ 消費税等の取扱い 

 仮払消費税等及び仮受消費

税等は相殺のうえ、流動資産

のその他に含めて表示してお

ります。

────────―──

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 56千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息

有価証券利息

755千円

956千円
 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 278千円

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産 8,797千円

無形固定資産 1,657千円

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産 17,259千円

無形固定資産 9,201千円

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産 18,728千円

無形固定資産 4,111千円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

  前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
  

 ２ 自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

 ３ 新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

 ４ 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

   該当事項はありません。 

  

  (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後と 

     なるもの 

      該当事項はありません。 

  

前事業年度末株式数
当中間会計期間
増加株式数

当中間会計期間
減少株式数

当中間会計期間末 
株式数

発行済株式

 普通株式 150,000株 ― ― 150,000株

合計 150,000株 ― ― 150,000株



 当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 １ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
  

 ２ 自己株式に関する事項 

 
     (変動事由の概要) 

     増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

       市場買付による増加 4,420株 

  

 ３ 新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

 ４ 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

 
  

  (2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後と 

    なるもの 

   該当事項はありません。 

  

前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

発行済株式

 普通株式 304,023株 ― ― 304,023株

合計 304,023株 ― ― 304,023株

前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

 普通株式 ─ 4,420株 ― 4,420株

合計 ─ 4,420株 ― 4,420株

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19年5月16日 
取締役会

普通株式 24,321 80.0 平成19年3月31日 平成19年6月7日



  前事業年度(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に関する事項 

 
     (変動事由の概要) 

     増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

       新株引受権の行使による増加 114,023株 

       新株公募による増加           40,000株 

  

 ２ 自己株式に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

 ３ 新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

 ４ 配当に関する事項 

  (1) 配当金支払額 

   該当事項はありません。 

  

  (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が当事業年度後となるもの 

前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

発行済株式

 普通株式 150,000株 154,023株 ― 304,023株

合計 150,000株 154,023株 ― 304,023株

決議 株式の種類 配当の原資
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19年5月16日 
取締役会

普通株式 利益剰余金 24,321 80.0 平成19年3月31日 平成19年6月7日



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間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９月30日現在)

現金及び預金 622,772千円

合計 622,772千円

預金期３ヶ月超の 
定期預金

△35,092千円

現金及び 
現金同等物

587,680千円

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

(平成19年９月30日現在)

現金及び預金 726,019千円

合計 726,019千円

預金期３ヶ月超の
定期預金

△190,139千円

現金及び 
現金同等物

535,880千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金 980,948千円

合計 980,948千円

預金期３ヶ月超の
定期預金

△135,092千円

現金及び
現金同等物

845,856千円



次へ 

(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 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

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１ 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

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額

１ 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

 (1) リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間
期末残高 
相当額 
(千円)

有形固定
資産(機械
及び装置)

50,000 7,623 42,376

有形固定
資産(工具
器具及び
備品)

30,104 13,158 16,946

合計 80,104 20,781 59,323
 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却
累計額 
相当額 
(千円)

中間
期末残高
相当額 
(千円)

有形固定
資産(機械
及び装置)

210,246 46,362 163,883

有形固定
資産(工具
器具及び
備品)

85,390 36,661 48,728

合計 295,636 83,024 212,611
 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

有形固定
資産(機械
及び装置)

140,383 24,276 116,106

有形固定
資産(工具
器具及び
備品)

30,284 15,926 14,357

合計 170,667 40,203 130,464

 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 14,166千円

１年超 53,426千円

 計 67,593千円
 

 (2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 141,594千円

１年超 94,646千円

 計 236,241千円
 

 (2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 36,000千円

１年超 111,056千円

計 147,057千円

 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 7,976千円

減価償却費相当額 12,051千円

支払利息相当額 853千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 27,164千円

減価償却費相当額 29,739千円

支払利息相当額 3,997千円
 

 (3) 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 21,666千円

減価償却費相当額 33,420千円

支払利息相当額 2,345千円

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

  ・リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定率法に

よっております。
 

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

  ・同左

 (4) 減価償却費相当額及び利息相

当額の算定方法

  減価償却費相当額の算定方法

  ・同左

  利息相当額の算定方法

  ・リース料総額とリース物件の

取得価額相当額の差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。

  利息相当額の算定方法

  ・同左

  利息相当額の算定方法

  ・同左

 

２ オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年内 19,585千円

１年超 14,668千円

 計 34,254千円
 

２ オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年内 7,754千円

１年超 1,690千円

 計 9,444千円
 

２ オペレーティング・リース取引

 未経過リース料

１年内 16,384千円

１年超 13,759千円

計 30,143千円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成18年9月30日） 

1 時価のある有価証券 

 該当事項はありません。 

  

2 時価評価されていない主な有価証券 

 該当事項はありません。 

  

当中間会計期間末（平成19年9月30日） 

1 時価のある有価証券 

 
  

2 時価評価されていない主な有価証券 

 該当事項はありません。 

  

前事業年度末（平成19年3月31日） 

1 時価のある有価証券 

 
  

2 時価評価されていない主な有価証券 

 該当事項はありません。 

  

区分
中間貸借対照表計上額 

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

満期保有目的の債権

 国債 299,100 299,160 60

区分
貸借対照表計上額 

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

満期保有目的の債権

 国債 298,144 298,110 △ 34



次へ 

(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

(ストック・オプション等関係) 

 
  

(持分法損益等) 

 
  

(企業結合等関係) 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 デリバティブ取引をまったく利用

しておりませんので、該当事項はあ

りません。

同左 同左

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

該当事項はありません。 同左 同左

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 当社は、持分法が適用される関連

会社を有しておりませんので、該当

事項はありません。

同左 同左

前中間会計期間 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日 
 至 平成19年９月30日)

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

該当事項はありません。 
 
 

同左 同左



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益及の算定上の基礎 

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(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 8,043円90銭

 
１株当たり純資産額 6,227円51銭 １株当たり純資産額 6,226円58銭

 
１株当たり中間純利益 657円33銭

 
１株当たり中間純利益 122円43銭

 
１株当たり当期純利益 1,104円78銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、新株引受権

の残高はありますが、当社株式は非

上場であり、期中平均株価が把握で

きませんので記載しておりません。

  なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

  なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載しておりませ

ん。

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間貸借対照表(貸借対照
表)の純資産の部の合計額 
(千円)

1,206,584 1,865,779 1,893,023

普通株式に係る純資産額 
(千円)

1,206,584 1,865,779 1,893,023

普通株式の発行済株式数 
(株)

150,000 304,023 304,023

普通株式の自己株式数 
(株)

─ 4,420 ─

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)

150,000 299,603 304,023

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間(当期)純利益(千円) 98,599 37,050 205,600

普通株主に帰属しない金額
(千円)

─ ─ ─

普通株式に係る中間(当期)
純利益(千円)

98,599 37,050 205,600

普通株式の期中平均株式数
(株)

150,000 302,623 186,100

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益の算
定に含まれなかった潜在株
式の概要

第１回新株引受権付無
担保社債 
(新株引受権114,023株)

────────── ──────────



前へ 

(重要な後発事象) 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 平成18年12月11日に下記の新株引

受権が行使されました。

(1) 新株引受権の行使により発行す

る株式の種類及び数、ならびに１

株当たりの発行価額

  普通株式 114,023株 877円

(2) 新株引受権の行使により発行す

る株式の発行価額の総額

  99,998千円

(3) 新株引受権の行使により発行す

る株式の資本組入額の総額、なら

びに１株当たりの資本組入額

  50,056千円 439円

(4) 新株式の配当起算日

  平成18年10月１日

該当事項はありません。  当社は、平成19年5月16日開催の

取締役会において、会社法第459条

第1項第1号の規定による定款の定め

に基づき、下記の通り同法第156条

第1項の規定による自己株式の取得

を決議いたしました。 

(1) 自己株式取得に関する取締役会

の決議内容 

 ①取得する株式の種類 

  当社普通株式 

 ②取得する株式の総数 

  7,000株（上限） 

 ③取得する期間 

  平成19年5月17日から平成20年 

  3月16日まで 

 ④取得価額の総額（上限） 

  200,000千円（上限）



(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

  



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

(1)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第37期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月25日 
関東財務局長に提出。

(2)
有価証券報告書の訂
正報告書

事業年度 
(第37期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年８月23日 
関東財務局長に提出。

(3)
自己株券買付状況報
告書

平成19年６月15日

及び 平成19年７月２日

及び 平成19年８月１日

及び 平成19年９月３日

及び 平成19年10月１日

及び 平成19年11月６日

及び 平成19年12月14日

関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１９年２月１６日

株 式 会 社 シ ス ウ ェ ー ブ 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社シスウェー

ブの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第３７期事業年度の中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１８年９

月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシ

ュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中

間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、株式会

社シスウェーブの平成１８年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間会計期間（平成１８年４月１日から平成１

８年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

  

  重要な後発事象に記載されているとおり、平成１８年１２月１１日に新株引受権の行使が行われた。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

み す ず 監 査 法 人 

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 東 田 夏 記 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 吉 澤 祥 次 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 鈴 木  聡 



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月14日

株式会社シスウェーブ 

取締役会 御中 

  
 

  
 

  
 

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社シスウェーブの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第38期事業年度の

中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社シスウェーブの平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中

間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関す

る有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  東  田  夏  記  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  鈴  木     聡  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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