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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

売上高 (千円) 1,880,3761,999,7552,278,9942,268,0172,540,427

経常利益 (千円) 355,373 342,233 360,614 117,392 175,240

当期純利益 (千円) 185,626 187,025 205,600 51,521 48,901

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─ ─ ─

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

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

純資産額 (千円) 920,9601,107,9851,893,0231,867,7631,862,382

総資産額 (千円) 1,283,6761,377,6492,289,0672,131,0782,225,393

１株当たり純資産額 (円) 6,139.737,386.576,226.586,288.276,482.94

１株当たり配当額
(内、１株当たり
中間配当額)

(円)
─

(　　　─)

─

(　　　─)

80.0

(　　　─)

80.0

(　　　─)

80.0

(　　　―)

１株当たり
当期純利益金額

(円) 1,237.501,246.831,104.78 170.16 166.52

潜在株式調整後
１株当たり
当期純利益金額

(円) ─ ─ ─ ― ―

自己資本比率 (％) 71.7 80.4 82.7 87.6 83.7

自己資本利益率 (％) 22.4 18.4 13.7 2.7 2.6

株価収益率 (倍) ─ ─ 10.1 21.6 25.5

配当性向 (％) ─ ─ 11.8 47.0 48.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 150,136 145,338 185,762 55,465 470,004

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △38,716 △65,734△476,137△497,010 328,455

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) ─ ─ 570,502△76,549 △53,977

現金及び現金同等物
の期末残高

(千円) 486,125 565,729 845,856 327,7621,072,244

従業員数 (名) 169 172 191 210 250
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(注) １　当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度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　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　持分法を適用した場合の投資利益は、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、記載して

おりません。

４　第35期及び第36期の潜在株式調整後１株当たり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。

５　第37期、第38期及び第39期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在していないた

め記載しておりません。

６　第36期までの株価収益率は当社株式が非上場であり、期中平均株価の把握が困難なため記載しておりません。
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２ 【沿革】

当社創立者である石川亨は、昭和45年東京都中野区弥生町において工業用自動制御機器、各種検出器の製

造販売を目的とする会社として、現在の株式会社シスウェーブの前身である「ニッポー電測株式会社」を

創業いたしました。

その後、昭和47年４月に日本電気株式会社（平成14年11月に汎用ＤＲＡＭを除く半導体事業を会社分割

により、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社を設立）からＬＳＩ
(注)1

の開発業務を受託したことを契機に、当

社はＬＳＩ開発業務に注力することになります。平成13年８月に、各種ＬＳＩの回路設計
(注)2

、レイアウト

設計
(注)3

、テスト開発
(注)4

等の開発業務の拡大に伴い、本社を神奈川県川崎市中原区に移転し、商号も「株

式会社シスウェーブ」に変更いたしました。

当社設立以降の経緯は、次の通りであります。

　

年月 概要

昭和45年12月 東京都中野区に工業用自動制御機器及び各種検出器の製造販売を目的として、ニッポー電

測株式会社（資本金1,000千円）を設立

昭和47年４月 ＬＳＩ開発業務の受託を開始

昭和53年３月 神奈川県川崎市に設計部門を移転

平成３年６月 設計部門を川崎事業所と改称

平成４年５月 熊本県上益城郡益城町にデザインセンターを開設

平成11年９月 システム開発業務の受託を開始

平成13年８月 本社を神奈川県川崎市に移転し、商号を株式会社シスウェーブに変更

平成15年５月 神奈川県川崎市内で事業所を統合し、本社を移転

平成19年３月 ジャスダック証券取引所に株式を上場

(注) １　大規模集積回路（Large Scale Integrated circuit）のことであり、一つのチップ上に１千個以上の素子（電

気回路を構成するトランジスタ、抵抗、コンデンサー等の要素のこと）を組み込んだものであります。

２　機能あるいは動作を設計し、その設計を電気回路に置き換える一連の作業であります。

３　回路設計において置き換えられた電気回路を、電気抵抗等を検討しつつ基板上に配置していく作業でありま

す。

４　ＬＳＩが設計通りに機能するかどうかを検査する作業であります。
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３ 【事業の内容】

当社は、ＬＳＩ等の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、ＬＳＩ開発事業及びシステム開発事業を行っております。

　

(ＬＳＩ開発事業)

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。

　

(１) ＬＳＩ開発事業における事業領域

①回路設計

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。

　

②レイアウト設計

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、Ｌ

ＳＩ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。
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③テスト開発

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、仕様テストプログラムや自社

仕様によるテストボード等
(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、要求通りに

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のケース化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21年３月31日現在において、ＬＳＩテスター

５台及びプローバー４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
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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通りであります。なお、以下の製品は一般的なＬＳＩ

使用製品であり、当社はこれらの製品を製造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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(システム開発事業)

半導体メーカーの設計開発部門に対し、当社の過去に培った総合的な技術
(注)８

によって、ＬＳＩ等の

専用試験装置、システム評価ボード
(注)９

及びＬＳＩ開発用のソフトウェア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。

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。

　

(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ＬＳＩ

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

すが、当社では主に、ＬＳＩの温度試験業務として、加温、冷却環境下におけるテスト評価業務に従事して

おります。

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。

８　ＬＳＩ開発技術、ＩＴ化技術、ネットワーク構築技術、センサー技術、デジタル／アナログ回路設計技術、ソ

フトウェア開発技術等であります。

９　ＬＳＩや、センサー等の開発評価工程を効率化するために、カスタム対応で開発しているものであります。

　

事業系統図

当社の事業系統図は、次の通りであります。
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４ 【関係会社の状況】

　

該当事項はありません。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成21年３月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

250 32.7 7.1 5,298

(注) １　従業員数は就業人員数（当社から他社への出向者を除き、他社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　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

３　従業員数が前事業年度末に比べて40名増加しておりますが、これは事業規模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、労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当事業年度におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が実体経

済にも波及し、外需の減速と内需の停滞及び円高などが加わり収益環境が悪化しつつある状況下、半導体

業界においても、設備投資抑制、生産調整等厳しい状況が続いております。

このような環境下で、当社の当事業年度の売上高は、25億40百万円（前事業年度比12.0%増）となりま

した。これは、半導体業界のカーエレクトロニクス、デジタル家電分野が年度後半に失速したにもかかわ

らず、戦略的なリソースシフト及び営業活動強化により、主要顧客からのテスト評価業務の受注増加に対

応したことによるものであります。

　損益につきましては、売上の増加及び製造費用を抑制したことにより、営業利益は１億53百万円（前事

業年度比36.5%増）、経常利益は１億75百万円（前事業年度比49.3%増）となりました。一方、当期純利益

は、早期退職優遇制度の実施に伴う特別損失43百万円の計上等により、48百万円（前事業年度比5.1%減）

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19億18百万円（前事業年度比13.5%増）となりました。内訳を見ますと、テスト開発は売上高15

億13百万円（前事業年度比20.8%増）、回路設計は売上高１億33百万円（前事業年度比21.3%減）、レイア

ウト設計は売上高２億71百万円（前事業年度比1.4%増）となりました。これは、前述の通り主要顧客から

のテスト評価業務が増加したことによるものであります。以上の結果、ＬＳＩ開発事業の売上総利益は６

億48百万円（前事業年度比15.6%増）となりました。

　

［システム開発事業］

売上高は６億21百万円（前事業年度比7.7%増）となりました。これはターゲットを絞り込み、重点分野

に特化したことによるものであります。以上の結果、システム開発事業の売上総利益は２億円（前事業年

度比31.5%増）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、10億72百万円（前事業年度比７億44百万円

増）となりました。

当事業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通りであります。

　

(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、４億70百万円（前事業年度比４億14百万円増）となりました。この主

な要因は、税引前当期純利益88百万円及び減価償却費１億86百万円並びに減損損失34百万円の計上や売掛

債権の減少57百万円等による資金の増加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)
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投資活動の結果得られた資金は、３億28百万円（前事業年度比８億25百万円増）となりました。この主

な要因は、定期預金の預入による支出３億10百万円、有価証券の取得による支出５億99百万円、有形固定資

産の取得による支出１億54百万円があったものの、定期預金の払戻４億80百万円、有価証券の償還９億円

によるものであります。

　

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、53百万円（前事業年度比22百万円減）となりました。この主な要因は、

配当金の支払23百万円及び自己株式の取得30百万円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ほぼ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

当事業年度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。

　

事業部門

当事業年度
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31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 1,915,444 98.2 243,699 90.8

　 回路設計 141,349 72.4 28,950 112.6

　 レイアウト設計 285,479 90.2 56,875 121.7

　 テスト開発 1,488,615 103.4 157,874 80.6

システム開発事業 655,081 102.9 98,864 176.7

合計 2,570,526 99.3 342,563 105.6

(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

当事業年度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。

　

事業部門

当事業年度
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

販売高
(千円)

前年同期比
(％)

ＬＳＩ開発事業 1,918,966 113.5

　 回路設計 133,411 78.7

　 レイアウト設計 271,946 101.4

　 テスト開発 1,513,608 120.8

システム開発事業 621,461 107.7

合計 2,540,427 112.0

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　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
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相手先

前事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

当事業年度
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

販売高
(千円)

割合
(％)

販売高
(千円)

割合
(％)

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 1,313,67457.9 1,647,48964.9

ソニー株式会社 240,703 10.6 252,635 9.9

エルピーダメモリ株式会社 137,281 6.1 84,243 3.3
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３ 【対処すべき課題】

当社の主力事業であるテスト開発業務は、デジタル家電、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、人的資源を開発設計業務等に重点投入するケースが

多く、今後は検査や評価業務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を設計しており、テス

ト開発や量産業務をアウトソーシングしております。

かかる実態に鑑みて、当社は人材の採用と育成への取り組み及び営業機能を強化し、これまでのテスター

メーカーとの連携とあわせて受注拡大や新規取引先の開拓に取り組んでおります。更に、事業拡大に伴い、

開発要員確保、技術獲得等の必要性からＭ＆Ａ及び業務提携等についても取り組むと共に、テスト効率化

ツール開発メーカーと提携し新しいＬＳＩテストツールの提案等も促進してまいります。

また、更なるスピード経営への対応と内部統制強化を実現すべく、ＥＲＰシステム構築、情報セキュリ

ティ強化に取り組んでおりますが、Ｊ－ＳＯＸ法
(注)
に関わるＩＴ統制実施にも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。

　

会社の支配に関する基本方針

買収防衛策等の方針について、特に記載すべき事項はありません。

　

４ 【事業等のリスク】

当社の事業展開上、現在の事業等に関してリスク要因となる可能性の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。また、以下の記載は本株式の投資に関連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。なお、本項中記載については、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。

当社では、これら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) シリコンサイクルについて

　当社は、半導体メーカーを主な顧客として、ＬＳＩ開発の受託、並びに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、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
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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、並びに多種

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、当社が適切かつ迅速に対応できなかった場合等には、当社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

　当社は、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社、ソニー株式会社及びエルピーダメモリ株式会社から、これま

で毎期継続して受注があり、当事業年度における当社の売上高総額に占めるこれら主要３社の売上高の

割合は、下表の通り合計で78.1%(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96.4%)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64.9%であり、その依

存度は極めて高い水準にあります。当社では、これら特定の販売先と良好な取引関係を維持しており、取

引は継続するものと考えております。今後、当社は新規取引先の開拓を図り、特定の取引先への依存度を

低下させる方針でありますが、当面は引き続き、これら主要販売先への依存度は高い水準にて推移するこ

とが見込まれます。したがって、何らかの要因によりこれら主要販売先からの受注が減少した場合には、

当社の業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

相手先

前事業年度
自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

当事業年度
自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日

販売高
(千円)

割合
(％)

販売高
(千円)

割合
(％)

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 1,313,67457.9 1,647,48964.9

ソニー株式会社 240,70310.6 252,6359.9

エルピーダメモリ株式会社 137,2816.1 84,243 3.3

　

　

(5) 検収時期の遅延等による業績への影響について

　当社は、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)、並びに事業年度末(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

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

有価証券報告書

14/66



が大きく異なる可能性があります。

　

(6) 営業戦略について

　当社は、設立間もない時期より一貫してＬＳＩ開発業務の受託を主たる事業とし、ＮＥＣエレクトロニ

クス株式会社(以下、同社)の前身である日本電気株式会社と昭和47年４月に取引を開始して以来、同社及

びそのグループ会社からの受託を中心に事業を拡大してまいりました。このような経緯から、ＬＳＩ開発

事業においては従来から営業部門を組織せず、開発部門の役員や従業員が実際の営業活動も兼務してま

いりましたが、平成19年４月より新たに営業推進部及びマーケティング部を設け、平成20年４月には更な

る営業機能強化に取り組み、営業部とソリューション部に改組しております。これにより既存顧客との関

係を維持しつつ、新規顧客からの受注獲得については、テストソリューションをキーワードに半導体メー

カーや電気機器メーカーなどに積極的に顧客開拓活動を推進しております。

　今後は新規顧客の獲得にも注力する方針でありますが、現在、当社の販売先は30社程度にとどまってお

ります。当社の想定通り既存顧客との取引拡大あるいは新規顧客の獲得が進まない場合等には、当社の業

績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

　

(7) 人材の確保・育成等について

　当社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。当社は、事業計画に基づ

き、新卒者を対象とした定期採用並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) 情報漏洩について

　当社は、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。Ｌ

ＳＩ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。
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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。

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

有価証券報告書

16/66



５ 【経営上の重要な契約等】
　

契約の名称 購買基本契約書

契約年月日 平成14年11月１日

契約期間
自 平成14年11月１日　至 平成15年３月31日
（期間満了毎１年間自動延長）

契約相手先 ＮＥＣエレクトロニクス株式会社

契約内容 請負等に関する基本的事項を定める

　

契約の名称 基本契約書

契約年月日 平成13年７月１日

契約期間
自 平成13年７月１日　至 平成14年６月30日
（期間満了毎１年間自動延長）

契約相手先 エルピーダメモリ株式会社

契約内容 請負等に関する基本的事項を定める

　

契約の名称 資材取引基本契約書

契約年月日 平成18年３月６日

契約期間
自　平成18年３月６日　至　平成19年３月５日
（期間満了毎１年間自動延長）

契約相手先 ソニー株式会社

契約内容 請負等に関する基本的事項を定める

　

６ 【研究開発活動】

当事業年度における研究開発費の総額は10,184千円であります。当事業年度の研究開発活動は次の通り

であります。

　

（高周波数任意波形生成機能および制御システムの研究開発）

当社が開発する各種評価システムの主要機能となる、ＬＳＩを制御し試験するためのプログラム可能な

任意波形生成機能及びその制御システムを実現する方式の基礎技術を開発しております。
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７ 【財政状態及び経営成績の分析】

当社に関する財政状態及び経営成績の分析に係る以下の記載事項は、原則として当社の財務諸表に基づ

いて分析したものであります。

なお文中の将来に関する記載事項は、本書提出日現在において当社が判断したものであります。これらの

将来に関する記載事項には不確実性が内在しており、「第２　事業の状況　４　事業等のリスク」等に記載さ

れた内容を含む様々な要因により、実際の結果と異なる可能性があります。

　

１　重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表はわが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成しております。

この財務諸表の作成において、資産・負債及び収益・費用の状況に影響を与える見積り及び判断は、過去

の実績やその時点において入手可能な情報に基づいた合理的と考えられる様々な要因を考慮したうえで

行っておりますが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果はこれらの見積りと異なる場合があり

ます。

　

(1) 繰延税金資産の回収可能性

繰延税金資産の評価は将来の課税所得の見積りに依拠しますが、将来の課税所得が経済環境の変化

や収益性の低下により予想された金額よりも低い場合には、繰延税金資産の金額は調整される可能性

があります。

　

(2) 固定資産の減損会計の適用

当社は第36期事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準（企業会計審議会　平成14年８月９

日）」及び企業会計基準適用指針第6号「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針（企業会計基準

委員会　平成15年10月31日）」を適用しております。第39期事業年度において一部固定資産につき減損

処理を行いましたが、将来において更に企業収益が大幅に低下する場合等には、減損損失が追加発生す

る可能性があります。

　

２ 財政状態の分析

(1) 流動資産

当事業年度末の流動資産残高は17億46百万円（前事業年度比１億99百万円増）となりました。これ

は現金及び預金が２億74百万円前事業年度比で増加したこと等によるものであります。現金及び預金

の主な増加理由は、売掛債権の回収によるものであります。

　

(2) 固定資産

当事業年度末の固定資産残高は４億78百万円（前事業年度比１億５百万円減）となりました。これ

は有形固定資産が66百万円、無形固定資産が30百万円それぞれ前事業年度比で減少したこと等による

ものであります。有形固定資産の主な減少要因は、減価償却及びＬＳＩテスターの減損損失等によるも

のであります。無形固定資産の主な減少要因は、減価償却費等によるものであります。
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(3) 流動負債

当事業年度末の流動負債残高は３億45百万円（前事業年度比92百万円増）となりました。これは未

払金が16百万円、未払法人税等が32百万円、並びに未払消費税等が38百万円前事業年度比で増加したこ

と等によるものであります。

　

(4) 固定負債

当事業年度末の固定負債残高は17百万円（前事業年度比７百万円増）となりました。これは役員退

職慰労引当金が７百万円増加したことによるものであります。

　

(5) 純資産

当事業年度末の純資産合計は18億62百万円（前事業年度比５百万円減）となりました。これは利益

剰余金が25百万円増加した一方、自己株式の取得に30百万円充当したことによるものであります。また

自己資本比率は前事業年度末の87.6%から3.9ポイント減少し、83.7%となっております。

　

(6) 有利子負債

当社は当事業年度末時点において有利子負債を有しておりません。これは運転資金を自己資金でま

かなうという財務方針に基づくものであります。

　

３　経営成績の分析

(1) 売上高

当事業年度の売上高は25億40百万円（前事業年度比12.0%増）と前事業年度に比べて２億72百万円

の増加となりました。これは当社のコア事業であるテスト開発を中心としたＬＳＩ開発事業の売上高

が堅調なことに加え、システム開発事業も拡販活動の推進により受注が増加したことによるものであ

ります。

　

(2) 売上原価

売上原価は16億90百万円（前事業年度比8.8%増）と前事業年度より１億36百万円増加しておりま

す。この増加分は、従業員並びに派遣社員の増加に伴う労務費負担の増加によるものであります。しか

し、テスターの追加導入による空き工数の削減等の業務効率化に努めた結果、売上原価率は66.5%と前

事業年度より2.0ポイント減少いたしました。

　

(3) 売上総利益

売上総利益は８億49百万円（前事業年度比19.0%増）と前事業年度より１億35百万円増加しており

ます。売上総利益率は33.5%と、前事業年度より2.0ポイント増加いたしました。経費の抑制等により、売

上原価の伸びを抑制したことによるものであります。

　

(4) 販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費は６億95百万円（前事業年度比15.7%増）と前事業年度より94百万円増加し

ております。これは給与手当及び賞与の増加によるものであります。

　

(5) 営業利益

営業利益は１億53百万円（前事業年度比36.5%増）と前事業年度より41百万円増加しております。販
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売費及び一般管理費の抑制等により、営業利益率は6.1%と前事業年度より1.1ポイント上昇いたしまし

た。

　

(6) 経常利益

経常利益は１億75百万円（前事業年度比49.3%増）と前事業年度より57百万円の増加となりました。

営業利益率の上昇に伴い、経常利益率は6.9%と前事業年度より1.7ポイント上昇しました。

　

(7) 当期純利益

当期純利益は、早期退職優遇制度の実施に伴う特別損失43百万円の計上等により、48百万円（前事業

年度比5.1%減）と前事業年度より２百万円減少しました。なお、当期純利益率は1.9%となりました。

　

４　キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローの分析については、「第２〔事業の状況〕」の「１〔業績等の概要〕」に記載の

通りであります。

　

５　経営者の問題認識と今後の方針について

当社の主たる事業分野であるテスト開発については、現状では半導体メーカーからの受注やテスター

メーカーからのサポート要請が多く、人的資源の制約のある中、すべての要請に対応できていない状況で

あります。しかし、今後は競争の激化が予想されるのみならず、技術の進歩はドッグイヤーにも例えられ

るほど顕著であります。当社が今後も優位な立場を保持するためには、技術力の強化を始め、戦略的な営

業活動が急務であると認識しております。このため、内外のテスターメーカーと協力して顧客の新規開拓

と新分野の技術習得に力を入れていく所存であります。

　また、システム開発分野におきましても、半導体メーカーのニーズを先取りし、提案活動を積極化してい

く方針であります。
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当事業年度の設備投資については、テスト開発の更なる受注拡大を目的としたテスター増設等の設備投

資を実施しております。

　

当事業年度の設備投資等の総額は148,304千円であります。事業部門別の設備投資については、次の通り

であります。

　

(1) ＬＳＩ開発事業

当事業年度の主な設備投資等は、当社の主力業務であるテスト開発の更なる受注拡大を目的として、Ｌ

ＳＩテスター及びテスター室の設備を中心とする総額131,827千円の投資を行いました。

なお、一部ＬＳＩテスターにつき減損損失34,947千円を計上いたしました。

　

(2) システム開発事業

当事業年度の主な設備投資等はありません。

　

(3) 全社共通

当事業年度の主な設備投資等は、内部統制強化並びに業務効率化を目的としてソフトウェアの取得・

構築を16,476千円を行いました。

なお、重要な設備の除却または売却はありません。
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２ 【主要な設備の状況】

当社における主要な設備は、次の通りであります。

（平成21年３月31日現在）

事業所名
(所在地）

事業部門の名称 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

合計

本社
(神奈川県川崎市中原区)

管理業務
ＬＳＩ開発事業
システム開発事業

管理・販売・
研究・開発
業務施設

69,051147,040216,091213

熊本デザインセンター
(熊本県上益城郡益城町)

ＬＳＩ開発事業 開発業務施設 1,825 1,208 3,03437

(注) １　上記金額に消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は就業人員であります。

３　現在休止中の設備はありません。

４　上記のほか、主要な賃借及びリース設備は次の通りであります。

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
または年間
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)

管理業務
ＬＳＩ開発事業
システム開発事業

事務所
(賃借）

2,360.54106,520 ― ―

同上 ＬＳＩ開発事業
ＬＳＩ
テスター
(リース)

― 7,681 7,681 3

同上 ＬＳＩ開発事業
ＬＳＩ
テスター
(リース)

― 17,24717,247 3

熊本デザイン
センター
(熊本県上益城郡
 益城町)

ＬＳＩ開発事業
事務所
(賃借）

338.8613,416 ― ―

　

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

計画はありません。

　

(2) 重要な設備の除却等

計画はありません。
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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】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,200,000

計 1,200,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
事業年度末現在
発行数(株)

(平成21年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年６月19日)

上場金融商品取引所
名または登録認可金
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

単元株式数　10株

計 304,023 304,023 ― ―

　

(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、資本金等の推移】

　

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)

平成18年12月11日
(注)１

114,023264,023 50,056 150,056 49,942 99,942

平成19年３月19日
(注)２

40,000 304,023239,720389,776239,720339,662

(注) １　新株引受権の行使

行使者　　　　有限会社ソフナ、長岡利明、鈴木博、他３名

発行価格　　　877円

資本組入額　　439円

２　有償一般募集(ブックビルディング方式)

発行価格　13,000円　　　引受価額　　11,986円

発行価額　 9,350円　　　資本組入額　 5,993円
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(5) 【所有者別状況】

平成21年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数 10株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計
個人以外 個人

株主数
(人)

― 3 7 26 3 1 1,1311,171 ─

所有株式数
(単元)

― 101 37 9,209 10 10 21,03230,399 33

所有株式数
の割合(％)

― 0.34 0.12 30.29 0.03 0.03 69.19100.00 ─

(注) 自己株式16,749株は、「個人その他」に1,674単元、「単元未満株式の状況」に９株含まれております。

　

(6) 【大株主の状況】

平成21年３月31日現在

氏名または名称 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 77,810 25.59

長岡　利明 神奈川県相模原市 48,320 15.89

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

15,180 4.99

中山　泰二 東京都渋谷区 8,340 2.74

鈴木　梅子 東京都港区 7,860 2.59

豊川　功得 東京都大田区 7,441 2.45

ＦＰ成長支援Ａ号投資事業有限
責任組合無限責任組合員フレン
ドリー・パートナーズ株式会社

東京都千代田区丸の内２丁目２－１
岸本ビルヂング２階

6,000 1.97

サカエ株式会社 東京都渋谷区代官山町17-３-1204 4,850 1.60

西川　猛 東京都世田谷区 3,630 1.19

計 ― 212,333 69.84

(注) 上記のほか当社所有の自己株式16,749株(5.51%)があります。

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成21年３月31日現在

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)

─
株主としての権利内容に制限のない
標準となる株式普通株式 16,740

完全議決権株式(その他) 普通株式 287,250 287,250 同上

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 ─ 287,250 ─
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② 【自己株式等】

所有者の氏名
または名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

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

神奈川県川崎市中原区
小杉町一丁目403番地

16,740 ─ 16,740 5.51

計 ― 16,740 ─ 16,740 5.51

　

(8) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

　

　

２ 【自己株式の取得等の状況】
　

【株式の種類等】 会社法第155条第３号及び会社法第155号第７号による普通株式の取得

　

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

　

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

取締役会(平成20年３月24日)での決議状況
(取得期間平成20年３月25日～平成21年３月24日)

10,000 50,000

当事業年度前における取得自己株式 ― ―

当事業年度における取得自己株式 9,740 30,490

残存決議株式の総数及び価額の総額 260 19,509

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 2.60 39.02

当期間における取得自己株式 ― ―

提出日現在の未行使割合(％) 2.60 39.02

　

(3) 【株主総会決議または取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数(株) 価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式 9 29

当期間における取得自己株式 ― ―

(注) 平成21年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りは行っておりません。

　

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数(株) 処分価額の総額(千円) 株式数(株) 処分価額の総額(千円)

引き受ける者の募集を
行った取得自己株式

― ― ― ―

消却の処分を行った取得
自己株式

― ― ― ―

合併、株式交換、会社分割
に係る移転を行った取得
自己株式

― ― ― ―

その他 ― ― ― ―
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保有自己株式 16,749 ― 16,749 ―

(注) 平成21年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りは行っておりません。
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３ 【配当政策】

　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。

　当社の剰余金の配当は、年１回の配当を行うことを基本方針としております。配当決定機関は、会社法第

459条の規定に基づき取締役会とする旨、定款に定めてあります。

　当事業年度の剰余金の配当につきましては、上記基本方針のもと、期末配当として１株当たり80円とし

ております。

　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、当社は中間配当を行うことが出来る旨を定款に定めております。

(注）基準日が当事業年度に属する取締役会決議による剰余金の配当は、以下の通りであります。

決議年月日
配当金の総額
(千円）

１株当たり配当額
(円）

平成21年５月15日
取締役会決議

22,981 80.00

　

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

　

回次 第35期 第36期 第37期 第38期 第39期

決算年月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月 平成21年３月

最高(円) ─ ─ 14,000 12,830 4,250

最低(円) ─ ─ 10,500 2,585 1,370

(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。

当社株式は平成19年３月20日からジャスダック証券取引所に上場されております。それ以前については該当事項

はありません。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

　

月別 平成20年10月 11月 12月 平成21年１月 ２月 ３月

最高(円) 2,315 3,690 3,950 4,000 4,000 4,250

最低(円) 1,370 1,930 3,300 3,800 3,540 3,190

(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。
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５ 【役員の状況】
　

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有
株式数
(株)

代表取締役
社長

第一開発
部、第二開
発部、第三
開発部、九
州事業所、
テストセン
ター管掌

鬼  鞍　哲  夫 昭和22年５月25日

昭和45年６月 日本電気株式会社入社

(注)２ 1,380

平成13年７月 同社半導体マーケティング本部長

平成14年11月 ＳＴマイクロエレクトロニクス

株式会社取締役副社長

平成16年４月 ＳＴマイクロエレクトロニクス本社

上級副社長兼ＳＴマイクロエレクト

ロニクス株式会社代表取締役社長

平成17年12月 当社入社

平成18年６月 監査役

平成19年６月 取締役営業部門担当

平成20年４月 当社代表取締役社長

平成21年４月 当社代表取締役社長第一開発部、第

二開発部、第三開発部、九州事業所、

テストセンター管掌（現任)

取締役会
長

─ 長　岡　利　明 昭和18年６月30日

昭和44年４月 日本大学理工学部助手

(注)２ 48,320

昭和45年４月 日本電気株式会社入社

昭和62年６月 同社民生ＬＳＩ事業部

第二技術部長

平成３年６月 同社半導体応用技術本部

ＡＳＩＣ設計技術部長

平成６年６月 同社半導体販売技術本部

拠点技術統括部長

平成９年６月 当社代表取締役社長

平成20年４月 当社取締役会長（現任)

取締役
営業部、ソ
リューショ
ン部管掌

豊　川　功　得 昭和24年２月８日

昭和49年４月 当社入社

(注)２ 7,441

昭和55年４月 第一設計部長

平成８年６月 取締役

平成13年４月 取締役開発管理室長

平成17年10月 取締役開発部門担当

平成21年４月 取締役営業部、ソリューション部管

掌（現任）

取締役 企画部管掌 渡　邉　正　信 昭和23年９月19日

昭和42年４月 日本電信電話公社入社

(注)２ 590

昭和58年７月 サンクス株式会社入社

平成５年６月 株式会社アールエスティー設立

同社代表取締役
平成19年４月 当社入社

平成19年６月 取締役ＩＴ部門担当

平成20年４月 取締役業務管理室、技術管理室担当

平成21年４月 取締役企画部管掌（現任）

取締役 経理部管掌 須々木　信　行 昭和28年６月28日

昭和51年４月 大和証券株式会社入社

(注)２ 1,390

昭和62年４月 ジェームス・ケーペル証券会社入社

平成10年１月 株式会社卑弥呼入社

平成14年１月 当社入社

平成19年６月 取締役管理部門担当

平成21年４月 取締役経理部管掌（現任）
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

所有
株式数
(株)

監査役
（常勤）

─ 白　井　敏　夫 昭和13年10月22日

昭和39年３月 大和証券株式会社入社

(注)３ 1,220

平成５年６月 同社取締役

平成８年６月 同社常務取締役公開引受本部長

平成11年４月 同社常勤監査役

平成14年10月 株式会社ゼネシス入社

特別顧問（現任）

平成19年３月 株式会社ガイアックス

取締役(現任)

平成19年６月 当社監査役（現任）

監査役 ─ 松　尾　政　重 昭和20年４月30日

昭和40年４月 エムアンドエムコーポレーション入

社

(注)４ 640

昭和42年７月 ノースウェストオリエント航空会社

入社

昭和62年１月 ゴールドマンサックス証券会社入社

　総務部長

平成２年４月 ボルボカーズジャパン株式会社入社

　人事部長、直営ディーラー部門管理

部長

平成７年８月 ソシエテジェネラル銀行入行　人事

部長

平成12年７月 ウイット・キャピタル証券株式会社

入社　人事部長

平成13年４月 アットネットホーム株式会社入社　

人事総務部長

平成17年６月 当社監査役（現任)

監査役 ─ 大　江　　　建 昭和15年９月28日

昭和48年12月 ダイモジャパン入社　社長

(注)５ 1,130

昭和51年１月 大江事務所設立　代表就任

平成10年４月 早稲田大学大学院アジア太平洋研究

科教授（現任)

平成16年５月 当社監査役（現任)

計 ─ ─ ─ ─ 62,111

（注)１．監査役白井敏夫、松尾政重及び大江建は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

２．取締役の任期は、平成21年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成22年３月期に係る定時株主総会終

結の時までであります。

３．監査役白井敏夫の任期は、平成19年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成22年３月期に係る定時株主

総会終結の時までであります。

４．監査役松尾政重の任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成22年３月期に係る定時株主

総会終結の時までであります。

５．監査役大江建の任期は、平成18年３月期に係る定時株主総会終結の時から、平成22年３月期に係る定時株主総

会終結の時までであります。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

　

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

１　コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置付け、継続的な企業価値向上や株主、従業

員及び利害関係者の信頼を高める観点から迅速且つ適正な意思決定を図り、効率性と透明性の高い経営体

制を確立することを基本姿勢としております。

機関設計につきましては、重要事項に関する取締役会の意思決定、代表取締役による業務の執行及び監督

機関としての監査役会を設置しております。

　

２　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

会社の機関の内容、内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況等

①会社の機関の内容

（取締役会）

当社の取締役会は、取締役５名(内１名が代表取締役)で構成されており、取締役のほか、監査役全員が

出席することになっております。原則として月１回開催し、必要に応じて臨時取締役会も開催しておりま

す。

（監査役会）

当社は、会社法上の大会社ではありませんが、定款に監査役会を設置する旨を定め、監査役会設置会社

となっております。監査役は３名で、内１名は常勤で残り２名は非常勤です。監査役会は原則として月１

回開催し、監査方針の協議、監査進捗状況等の確認を行い、経営の監督機能を高め、監査役の独立性・実効

性の確保による取締役への牽制をいたしております。 

　各監査役は監査計画等に従い、取締役等からの営業報告の聴取、重要な決議書類の閲覧、業務及び財産の

状況の調査等により厳正な監査を実施しております。また、監査役は取締役会をはじめとする重要な会議

に出席し、必要に応じて意見を述べております。

（内部監査）

内部監査室(４名)を設置し、内部監査室長は代表取締役の指示により内部統制・管理の有効性を主な

観点として内部監査を実施いたします。また、内部監査は各部署を対象とした実地監査を年間計画に沿い

実施することで、改善要求に対する各部門の取組み状況及び効果の確認までをフォローし、当社の内部統

制制度を支えております。 

　内部監査の実施において、内部監査室長は、監査役会及び会計監査人と機に応じて打合せを行い、監査方

針、監査計画及び監査結果について意見の交換を行い、適正な監査の実施を心掛けていく所存でありま

す。
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それぞれの具体的な関係及び内部統制システムの図は次の通りです。

 

　

　

　

②リスク管理体制の整備の状況

当社は、会社の業務運営においてリスク管理が重要であることは十分に認識しております。特に半導体

業界においては事業環境の変化も激しく情報の収集が極めて重要であります。そのため、定期、不定期ま

た公式、非公式を問わず社外の会議や勉強会に担当者や役員が積極的に参加し情報の収集や業務の提携

を模索しております。

また、製品の品質管理、環境保全等に係わるリスクに関しましては、それぞれの事業部署に責任者を置

きリスク管理に努めております。

　

③内部統制システムの整備・運用状況

当社は平成21年４月10日開催の取締役会において、次の通り「内部統制システムの整備に関する基本

方針」の改定を決議しております。

Ⅰ　取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社は企画部内にコンプライアンス担当を設置し、法令及び定款遵守の周知・徹底と実行を図る

体制を構築する。

　企画部は、当社行動規範の周知徹底等コンプライアンスに関する研修を実施し、法令違反の未然防

止に努め、活動状況を取締役会で報告出来る体制を構築する。

　また、社内においてコンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気が

付いたときは、企画部長または常勤監査役に相談報告し、顧問弁護士より適切なアドバイスを得て対

策を決定する。この場合、通報者の希望により匿名性を保障するとともに通報者に不利益がないこと

を確保する。

Ⅱ　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
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当社は、法令・社内規程に基づき、文書等の保存を行う。また、情報の管理については、「企業秘密

管理規程」並びに「システム管理基準」に基本方針を定めて対応する。

Ⅲ　損失の危機の管理に関する規程その他の体制

当社は、環境・安全・品質リスクを専管する組織として、「安全衛生・環境委員会」並びに「ソ

リューション部」を設置している。「安全衛生・環境委員会」では、専門的な立場から社員の安全や

衛生について指導や助言等を行い、「ソリューション部」では、受注から出荷検査、出荷までのシス

テムを整備し、出荷製品のリスク低減に努める。 

　また、有事においては、社長を本部長とする「緊急対策本部」が統括して危機管理にあたることと

し、平時においては、各部門においてその有するリスクの洗い出しを行い、そのリスクの軽減に取り

組むとともに、「リスク管理規程」に従い会社全体として対応することとする。

Ⅳ　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社は、定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等

を行う。取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、社長以下各部門長をメンバーとす

る幹部会議を毎週週初に開催し、週次の業務及び絞り込んだテーマについて議論を行う。

　業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて中期経営計画及び各年度予算を立案し、全社的

な目標を設定する。各部門においては、その目標達成に向けて具体策を立案・実行する。

Ⅴ　当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するため

の体制

監査役会と内部監査室は、連携して子会社の事業規模に応じて定期的に管理体制を監査し、取締役

会に報告することとする。

Ⅵ　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項

現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいないが、必要に応じて監査役の業務補助のため監査役

スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行い、当該使用人の任

命、異動等人事権に係る事項の決定には常勤監査役の事前の同意を得ることとする。

Ⅶ　監査役会への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当す

る業務の執行状況の報告を行うこととし、 会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実があるこ

とを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役会に報告する。

　また、常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、

幹部会議や受注検討会議等の重要会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する

重要な文書・契約書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることとする。

　なお、監査役は、当社の会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報の交換を

行うなど連携を図っていく。

Ⅷ　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは、いかなる関係も持たないよう細心の

注意を払う。新規取引の際には、外部の信頼できる調査機関や取引先金融機関を通じて十分に調査す

る。

　また、「反社会的勢力対応マニュアル」を設け、万一疑わしき事態が発生した際には、企画部が所管

警察署や当社の顧問弁護士等と相談して対応する。
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④会計監査の状況

当社は、会社法上の大会社ではありませんが、定款に会計監査人を設置する旨を定め、会計監査人設置

会社となっております。

当社の会計監査業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名は以下の通りであります。な

お、継続監査年数については、全員７年以内のため、記載を省略しております。

業務を執行した公認会計士の氏名 所属する監査法人名

指定有限責任社員　業務執行社員　東田　夏記 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員　業務執行社員　鈴木　哲夫 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員　業務執行社員　鈴木　聡 新日本有限責任監査法人

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士５名、その他８名であります。

　

⑤役員報酬の内容

第39期事業年度に取締役及び監査役に支払った報酬の内訳は次の通りであります。

取締役報酬の総額　　118,800千円（社内：118,800千円、社外：　 　─千円）

監査役報酬の総額　　 16,692千円（社内： 　　―千円、社外： 16,692千円）

取締役報酬には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額は含んでおりません。なお、当事業年

度において利益処分による取締役及び監査役への賞与は支給しておりません。

　

３　会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　

①社外取締役との関係

　当社は、社外取締役を選任しておりません。

　

②社外監査役との関係

　当社の監査役は３名であり、全員が会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。このうち当社

株式を白井敏夫は1,220株、松尾政重は640株、大江建は1,130株を保有しております。

　なお、当社と社外監査役との間には、上記以外の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係

はありません。　

　

４　責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項に基づき、社外監査役との間において、会社法第423条第１項の損害賠償責

任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項各号の額の合

計額を限度とする契約を締結しております。

　

５　取締役の定数

　当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

　

６　取締役の選任の決議要件

　当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めて

おります。
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７　株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとした事項 

　当社は、経営環境の変化に対応して財務政策並びに資本政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを

可能とするため、剰余金の配当及び市場取引等による自己の株式の取得等、会社法第459条第１項に定め

る事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることとする旨を定

款で定めております。

　

８　株主総会の特別決議要件の変更内容及びその理由

　当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うため、

会社法第309条第２項の定める株主総会の特別決議要件については、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定

めております。

　

(2) 【監査報酬の内容等】

① 【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

　

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

― ― 15,000 ―

　

② 【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

　

③ 【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

　

④ 【監査報酬の決定方針】

該当事項はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以

下「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、前事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に基づき、

当事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）は、改正後の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、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前事業年度(平成19年４月１日から平成20年

３月31日まで)の財務諸表については新日本監査法人により監査を受け、当事業年度(平成20年４月１日か

ら平成21年３月31日まで)の財務諸表については、新日本有限責任監査法人により監査を受けております。

　なお、当社の監査法人は次の通り交代しております。

　　前々事業年度　みすず監査法人

　　前事業年度　　新日本監査法人

　また、新日本監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成20年７月１日をもって新日本有限責任監査法

人となりました。

　

３　連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、連結財務諸表を作成しておりません。
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１【財務諸表等】
(1)【財務諸表】
①【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 517,821 792,018

受取手形 2,772 －

売掛金 557,893 503,352

有価証券 299,647 300,349

原材料 90 309

仕掛品 19,793 36,664

前払費用 43,079 43,194

繰延税金資産 63,642 66,241

未収還付法人税等 31,054 －

その他 11,221 4,469

流動資産合計 1,547,016 1,746,599

固定資産

有形固定資産

建物 110,885 109,695

減価償却累計額 △24,432 △38,818

建物（純額） 86,452 70,877

工具、器具及び備品 283,822 361,004

減価償却累計額 △118,440 △212,756

工具、器具及び備品（純額） 165,382 148,248

建設仮勘定 33,450 －

有形固定資産合計 285,285 219,125

無形固定資産

商標権 987 857

ソフトウエア 147,343 117,225

電話加入権 729 729

無形固定資産合計 149,060 118,813

投資その他の資産

長期前払費用 13,587 －

敷金及び保証金 112,837 111,797

保険積立金 22,291 19,102

会員権 1,000 1,000

繰延税金資産 － 8,955

投資その他の資産合計 149,716 140,854

固定資産合計 584,062 478,793

資産合計 2,131,078 2,225,393
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 24,333 7,758

未払金 83,605 99,711

未払費用 22,644 21,356

未払法人税等 － 32,066

未払消費税等 － 38,898

預り金 7,360 11,726

賞与引当金 115,082 119,214

受注損失引当金 － 2,475

リース資産減損勘定 － 12,503

流動負債合計 253,026 345,711

固定負債

役員退職慰労引当金 10,288 17,300

固定負債合計 10,288 17,300

負債合計 263,315 363,011

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 476,485 501,624

利益剰余金合計 1,190,785 1,215,924

自己株式 △52,459 △82,980

株主資本合計 1,867,763 1,862,382

純資産合計 1,867,763 1,862,382

負債純資産合計 2,131,078 2,225,393
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②【損益計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

売上高 2,268,017 2,540,427

売上原価 1,553,832 1,690,580

売上総利益 714,184 849,847

販売費及び一般管理費

販売促進費 68,795 11,897

役員報酬 108,090 135,492

給料手当及び賞与 133,024 194,075

賞与引当金繰入額 12,697 14,202

役員退職慰労引当金繰入額 10,288 8,127

法定福利費 25,541 31,558

支払手数料 87,147 93,413

地代家賃 18,610 23,508

減価償却費 43,438 52,866

研究開発費 ※1
 6,357

※1
 10,184

その他 87,444 120,613

販売費及び一般管理費合計 601,435 695,940

営業利益 112,748 153,906

営業外収益

受取利息 1,492 976

有価証券利息 1,906 1,572

受取保険金 65 16,460

受取手数料 798 799

雑収入 1,581 1,922

営業外収益合計 5,844 21,732

営業外費用

雑損失 1,200 398

営業外費用合計 1,200 398

経常利益 117,392 175,240

特別損失

固定資産除却損 ※2
 22,512

※2
 2,254

減損損失 － ※3
 34,947

特別退職金 － ※4
 43,155

賃貸借契約解約損 － 6,427

特別損失合計 22,512 86,785

税引前当期純利益 94,879 88,455

法人税、住民税及び事業税 47,373 51,108

法人税等調整額 △4,015 △11,554

法人税等合計 43,358 39,554

当期純利益 51,521 48,901
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【売上原価明細書】

　

　 　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21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
(％)

Ⅰ　材料費 　 2,309 0.2 2,463 0.1

Ⅱ　労務費 ※２ 1,247,78074.4 1,292,22973.5

Ⅲ　経費 ※３ 426,09025.4 463,03526.4

　　当期総製造費用 　 1,676,180100.0 1,757,728100.0

　　期首仕掛品たな卸高 　 13,938 　 19,793 　

合計 　 1,690,119 　 1,777,521 　

　　期末仕掛品たな卸高 　 19,793 　 36,664 　

　　他勘定振替高 ※４ 116,493 　 50,276 　

　　売上原価 　 1,553,832 　 1,690,580 　

　

(脚注)

　
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　１　原価計算の方法

　　　　実際原価による個別原価計算制度を採用しておりま

す。

 

　１　原価計算の方法

　　　　同左

※２　労務費に含まれる引当金繰入額は次の通りであり

ます。

賞与引当金繰入額 102,385千円

 

※２　労務費に含まれる引当金繰入額は次の通りであり

ます。

賞与引当金繰入額 105,012千円

 

※３　主な内訳は、次の通りであります。

外注加工費 98,565千円

地代家賃 98,533千円

減価償却費 61,142千円

リース料 60,415千円

水道光熱費 28,787千円

通信費 16,432千円

旅費交通費 15,147千円

 

※３　主な内訳は、次の通りであります。

減価償却費 133,694千円

地代家賃 128,342千円

リース料 48,992千円

外注加工費 42,929千円

水道光熱費 34,174千円

通信費 15,406千円

備品・消耗品費 10,709千円

受注損失引当金繰入額 2,475千円

 

※４　他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

販売促進費振替分 68,795千円

工具器具及び備品振替分 28,295千円

研究開発費振替分 6,357千円

その他振替分 13,045千円

 

※４　他勘定振替高の内訳は、次の通りであります。

販売促進費振替分 11,897千円

研究開発費振替分 10,184千円

その他振替分 28,194千円
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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19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21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 603,000 703,000

当期変動額

別途積立金の積立 100,000 －

当期変動額合計 100,000 －

当期末残高 703,000 703,000

繰越利益剰余金

前期末残高 549,285 476,485

当期変動額

別途積立金の積立 △100,000 －

剰余金の配当 △24,321 △23,761

当期純利益 51,521 48,901

当期変動額合計 △72,800 25,139

当期末残高 476,485 501,624

利益剰余金合計

前期末残高 1,163,585 1,190,785

当期変動額

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △24,321 △23,761

当期純利益 51,521 48,901

当期変動額合計 27,199 25,139

当期末残高 1,190,785 1,215,924
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

自己株式

前期末残高 － △52,459

当期変動額

自己株式の取得 △52,459 △30,520

当期変動額合計 △52,459 △30,520

当期末残高 △52,459 △82,980

株主資本合計

前期末残高 1,893,023 1,867,763

当期変動額

剰余金の配当 △24,321 △23,761

当期純利益 51,521 48,901

自己株式の取得 △52,459 △30,520

当期変動額合計 △25,260 △5,381

当期末残高 1,867,763 1,862,382

純資産合計

前期末残高 1,893,023 1,867,763

当期変動額

剰余金の配当 △24,321 △23,761

当期純利益 51,521 48,901

自己株式の取得 △52,459 △30,520

当期変動額合計 △25,260 △5,381

当期末残高 1,867,763 1,862,382

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

有価証券報告書

42/66



④【キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
 至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 94,879 88,455

減価償却費 104,581 186,561

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,856 4,132

受注損失引当金の増減額（△は減少） － 2,475

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,288 7,011

受取利息 △1,492 △976

有価証券利息 △1,906 △1,572

固定資産除却損 22,512 2,254

減損損失 － 34,947

売上債権の増減額（△は増加） 82,515 57,313

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,816 △17,089

仕入債務の増減額（△は減少） 11,546 △16,574

未払賞与の増減額（△は減少） △23,400 －

その他 △80,583 110,810

小計 221,981 457,748

利息の受取額 1,473 1,402

法人税等の支払額 △167,989 △23,742

法人税等の還付額 － 34,596

営業活動によるキャッシュ・フロー 55,465 470,004

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 △440,437 △310,123

定期預金の払戻による収入 385,470 480,059

有価証券の取得による支出 △299,596 △599,217

有価証券の償還による収入 300,000 900,000

有形固定資産の取得による支出 △273,002 △154,211

無形固定資産の取得による支出 △132,905 △5,199

その他 △36,539 17,147

投資活動によるキャッシュ・フロー △497,010 328,455

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △24,089 △23,456

自己株式の取得による支出 △52,459 △30,520

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,549 △53,977

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △518,094 744,481

現金及び現金同等物の期首残高 845,856 327,762

現金及び現金同等物の期末残高 327,762 1,072,244
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【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　有価証券の評価

基準及び評価

方法

満期保有目的の債券 ‥‥ 償却原価法

　　　　　　　　　　　　(定額法)　　　　　　　　　　　　　

──────

────── 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

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

仕掛品 ‥‥ 個別法に基づく原価法

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）

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

　 (3) 長期前払費用 ‥‥ 定額法 ──────

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。

(3) 役員退職慰労引当金 ‥‥ 同左

　 ────── (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。

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。

──────
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項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

６　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。

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

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　同左

　

【会計方針の変更】

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

  法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成19年４月

１日以後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。これに

より、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それ

ぞれ13,464千円減少しております。

（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。

　

【追加情報】

前事業年度
(自　平成19年４月１日
  至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
  至　平成21年３月31日)

  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。

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。

  当事業年度に役員退職慰労金規程を新たに制定したこ

とに伴い、当事業年度から役員退職慰労引当金を計上し

ております。

――――――――――
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【注記事項】

(貸借対照表関係)

該当事項はありません。

　

(損益計算書関係)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は次の通りであ

ります。

研究開発費 6,357千円

 

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は次の通りであ

ります。

研究開発費 10,184千円

 

※２　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

工具器具及び備品 22,512千円
 

※２　固定資産除却損の内訳は次の通りであります。

工具器具及び備品 2,254千円

 

※３　減損損失

　当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所

半導体テス
ト装置

工具器具及び備品
本社
川崎市

　当社は、原則として製造設備については事業所別

に資産のグルーピングを行っております。但し、テ

スター、プローバーの製造設備については、その対

象となる顧客が限定されており、その顧客の需要

動向に応じて稼働時間と稼動から得られる収益が

決まるため、設備毎に収益管理を行っております。

　予想しえない市況の変化に伴い、稼働時間の著し

く減少が見込まれるテスター、プローバーについ

て、帳簿価額もしくはリース契約未精算金額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（34,947千円）として特別損失に計上しておりま

す。

　減損損失の内訳は、工具器具及び備品22,444千

円、リース資産12,503千円であります。

　なお、当資産グループの回収可能価額は、使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を4.1%で割り引いて算定しております。

※４　特別退職金

　希望退職者への特別退職金及び再就職支援に係

る費用であります。
 

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

有価証券報告書

46/66



(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 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（株）

304,023 ─ ─ 304,023

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） ─ 7,000 ─ 7,000

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

　　市場買付による増加　7,000株

　

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

　

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

　

(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翌事業年度となるもの

　

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20年５月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 23,761 80.0平成20年３月31日 平成20年６月６日
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当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 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（株）

304,023 ─ ─ 304,023

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 7,000 9,749 ─ 16,749

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

　　市場買付による増加　　　　　 9,740株

　　単元未満株式の買取による増加　　 9株

　

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

　

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20年５月14日
取締役会

普通株式 23,761 80.0平成20年３月31日 平成20年６月６日

　

(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翌事業年度となるもの

　

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21年５月15日
取締役会

普通株式 利益剰余金 22,981 80.0平成21年３月31日 平成21年６月５日

　

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

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20年３月31日現在）

現金及び預金 517,821千円

合計 517,821千円

預金期間３ヶ月超の定期預金 △190,059千円

現金及び現金同等物 327,762千円

 

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21年３月31日現在）

現金及び預金 792,018千円

有価証券（ＭＭＦ） 300,349千円

合計 1,092,367千円

預金期間３ヶ月超の定期預金 △20,123千円

現金及び現金同等物 1,072,244千円
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(リース取引関係)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21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

額及び期末残高相当額

(単位:千円)

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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

(単位:千円)

　
取得価額
相当額

減価償却累
計額相当額

期末残高
相当額

 機械及び
 装置

140,38366,77373,609

 工具器具
 及び備品

85,98339,34246,641

 合　　計 226,366106,116120,250

　

　
取得価額
相当額

減価償却
累計額相
当額

減損損失
累計額相
当額

期末残高
相当額

機械及び
装置

90,38360,88912,50316,990

工具器具
及び備品

30,11321,175 ― 8,937

車両運搬具 2,339 350 ― 1,988

合計 122,83582,41612,50327,916

　

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１　年　内 156,545千円

１　年　超 55,968千円

　　計 212,513千円

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等

１　年　内 47,901千円

１　年　超 10,107千円

　　計 58,009千円

　 　

リース資産減損勘定期末残高 12,503千円

 

(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 59,385千円

減価償却費相当額 63,773千円

支払利息相当額 8,232千円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額、支払利息相当額及

び減損損失

支払リース料 72,836千円

減価償却費相当額 31,983千円

支払利息相当額 4,157千円

減損損失 12,503千円

 

(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。

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。

 

(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

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 4,753千円

１　年　超 879千円

　　計 5,632千円

 

２　オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１　年　内 5,500千円

１　年　超 2,884千円

　　計 8,384千円

 

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

有価証券報告書

49/66



(有価証券関係)

1　満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分

前事業年度
(平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

貸借対照表日
における貸借
対照表計上額
（千円）

貸借対照表日
の時価
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表日
における貸借
対照表計上額
（千円）

貸借対照表日
の時価
（千円）

差額
（千円）

時価が貸借対照表計
上額を超えるもの

　 　 　 　 　 　

　国債 ─ ─ ─ ─ ─ ─

時価が貸借対照表計
上額を超えないもの

　 　 　 　 　 　

　国債 299,647299,640 △ 7 ─ ─ ─

　

2　満期保有目的債券の貸借対照表日後における償還予定額

前事業年度（平成20年３月31日）

区分 １年以内（千円） １年超（千円）

国債 300,000 ─

　

当事業年度（平成21年３月31日）

該当事項はありません。

　

3　時価評価されていない有価証券

区分

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

ＭＭＦ ─ 300,349

　

(デリバティブ取引関係)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21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

　

(退職給付関係)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１　採用している退職給付制度の概要

　　　当社は、確定拠出年金制度及び退職前払金制度を採用

しております。

１　採用している退職給付制度の概要

　　　同左

２　退職給付費用に関する事項

確定拠出年金に係る要拠出額 24,075千円

退職給付費用 24,075千円
　 　

 

２　退職給付費用に関する事項

確定拠出年金に係る要拠出額 25,672千円

退職給付費用 25,672千円
　 　

 

　　

(ストック・オプション等関係）

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)
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該当事項はありません。 　同左
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(税効果会計関係)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21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 　

賞与引当金否認額 45,883千円

固定資産除却損否認額 8,876千円

役員退職慰労引当金否認額 4,102千円

未払事業所税 1,802千円

その他 7,080千円

繰延税金資産小計 67,744千円

評価性引当額 △ 4,102千円

　繰延税金資産合計 63,642千円

 

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 　

賞与引当金 47,566千円

未払事業税 3,707千円

役員退職慰労引当金 6,902千円

減損損失 4,988千円

その他 10,258千円

②　固定資産 　

減損損失 8,955千円

繰延税金資産小計 82,378千円

評価性引当額 △ 7,182千円

　繰延税金資産合計 75,196千円

 

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

法定実効税率 39.9％

(調整) 　

住民税均等割 0.9％

評価性引当額 4.3％

その他 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.7％

 

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

法定実効税率 39.9％

(調整) 　

住民税均等割 0.9％

評価性引当額 3.2％

その他 0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7％

 

　

(企業結合等関係)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

　該当事項はありません。 　同左

　

(持分法損益等)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21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
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【関連当事者情報】

前事業年度(自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日)

   役員及び個人主要株主等

種類
会社等
の名称

所在地
または
住所

資本金
または
出資金
（千円）

事業の
内容
または
職業

議決権
等の所
有（被
所有）
割合

関係内容

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目

期末
残高
（千円）
 

役員の
兼任等

事業上
の関係

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を所有
している会
社

株式会社
アール
エスティ

東京都
立川市

10,000
情報シス
テム構築
支援

― ― ―

ソフト
ウェア
開発

7,388― ―

人材
派遣

23,300未払金 2,373

（注）　取引条件及び取引条件の決定方針 

価格その他の取引条件は、一般の取引条件及び市場実勢を勘案し、価格交渉の上決定しております。

　

当事業年度(自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日)

（追加情報）

当事業年度から平成18年10月17日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委員

会　企業会計基準第11号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　

企業会計基準適用指針第13号）を適用しております。

　この結果による、開示対象範囲の変更はありません。

   財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類

会社等
の名称
または
氏名

所在地

資本金
または
出資金
（千円）

事業の内
容または
職業

議決権等
の所有（被
所有）割合
（％）

関連当事
者との関
係

取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員及び
その近親
者が議決
権の過半
数を所有
している
会社

株式会社
アール
エスティ

東京都
立川市

10,000
情報シス
テム構築
支援

― 人材派遣 人材派遣 26,005未払金 2,205

（注）１．記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、一般の取引条件及び市場実勢を勘案し、価格交渉の上決定しております。

　

EDINET提出書類

株式会社シスウェーブ(E02118)

有価証券報告書

53/66



(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 6,288円27銭 6,482円94銭

１株当たり当期純利益 170円16銭 166円52銭

潜在株式調整後

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

益については、潜在株式が存在して

いないため、記載しておりません。

同左

(注)　算定上の基礎

１　１株当たり純資産額

項目
前事業年度

（平成20年３月31日）
当事業年度

（平成21年３月31日）

貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 1,867,763 1,862,382

普通株式に係る純資産額（千円） 1,867,763 1,862,382

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） 7,000 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）

297,023 287,274

　　

２　１株当たり当期純利益

項目
前事業年度

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

当期純利益(千円) 51,521 48,901

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 51,521 48,901

普通株式の期中平均株式数(株) 302,779 293,668
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当事業年度
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

────── １．株式取得による子会社化について

　当社は、テストソリューションカンパニーとして更な

る成長を目指し、事業基盤強化並びに事業範囲の拡大を

図るため、平成21年４月１日に「株式会社ソアーシステ

ム」の発行済全株式を取得し、子会社化致しました。

(1)株式を取得する会社の名称、本店所在地、主な事業内

容、規模

・名称

　株式会社ソアーシステム 

・本店所在地

　東京都台東区 

・主な事業内容

　組み込み系システム開発、アプリケーション系ソフ

トウェア開発 

・規模

　平成21年2月期 

　資本金　　　　　　 12百万円

　売上　　　　　　　423百万円

　経常利益　　　　　135百万円

(2)株式取得日、取得株式数、取得価額及び取得後の所有

割合

・株式取得日

　平成21年４月１日 

・取得株式数

　24,000株 

・取得価額

　72百万円 

・取得後の所有割合

　100%
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⑤ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

　　　　　【その他】

有価証券 その他有価証券

銘柄 投資口数等
貸借対照表計上額
（千円）

（証券投資信託の受益証券）
ＭＭＦ

300,349,740口 300,349

　

【有形固定資産等明細表】

　

資産の種類
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
または償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　建物 110,8851,660 2,850109,69538,81815,77770,877

　工具器具及び備品 283,822141,118
63,936

361,004212,756157,842148,248
(22,444)

　建設仮勘定 33,450 ― 33,450 ― ― ― ―

有形固定資産計 428,159142,778
100,236

470,700251,574173,620219,125
(22,444)

無形固定資産 　 　 　 　 　 　 　

　商標権 1,294 ― ― 1,294 436 129 857

　ソフトウェア 205,3805,526 31,498179,40762,18235,255117,225

　電話加入権 729 ― ― 729 ― ― 729

無形固定資産計 207,4035,526 31,498181,43162,61835,384118,813

 長期前払費用 13,587 ― 13,587 ― ― ― ―

(注) １「当期減少額」欄の（　）内は内書きで、減損損失の計上額であります。

２「工具器具及び備品」の主な当期増加は、テスター等の取得（126,074千円）によるものであります。

２「工具器具及び備品」の主な当期減少は、パソコン等の除却（41,492千円）、テスター等の減損損失（22,444千

円）によるものであります。

２「ソフトウェア」の主な当期減少は、不要なソフトウェアの除却（31,498千円）によるものであります。

　

【社債明細表】

該当事項はありません。

　

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

　

【引当金明細表】

　

区分
前期末残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金 115,082 119,214 115,082 ― 119,214

受注損失引当金 ― 2,475 ― ― 2,475
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役員退職慰労引当金 10,288 8,127 1,116 ― 17,300
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

　

区分 金額(千円)

現金 385

預金 　

　当座預金 144,597

　普通預金 576,911

　定期預金 70,123

預金計 791,632

合計 792,018

　

②　売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(千円)

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社 331,435

ＮＥＣマイクロシステム株式会社 84,672

ソニー株式会社 54,787

エルピーダメモリ株式会社 6,860

ＮＥＣエンジニアリング株式会社 6,174

その他 19,422

合計 503,352

　

売掛金の発生及び回収ならびに滞留状況

前期繰越高(千円)

(Ａ)

当期発生高(千円)

(Ｂ)

当期回収高(千円)

(Ｃ)

次期繰越高(千円)

(Ｄ)

回収率(％)
 

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)
２
(Ｂ)
365

557,893 2,540,4272,594,969 503,352 83.8 76.2

(注)　消費税等の合計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
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③　原材料

品名 金額(千円)

補助材料 309

合計 309

　

④　仕掛品

品名 金額(千円)

受託開発製品 36,664

合計 36,664

　

⑤　敷金・保証金

相手先 金額(千円)

中央三井信託銀行株式会社 96,791

神奈川化成株式会社 5,860

株式会社テクノ・ラボラトリ 4,732

大貫充代 796

ゼネラルファンデックス株式会社 716

その他 2,901

合計 111,797

　

⑥　買掛金

相手先 金額(千円)

田口通信工業株式会社 4,526

株式会社ソアーシステム 1,606

株式会社ＳＫジャパン 756

株式会社東平商会 744

松原工業株式会社 124

合計 7,758

　

(3) 【その他】

当事業年度における各四半期会計期間に係る売上高等

　 　
第１四半期

（自　平成20年４月１日

　至　平成20年６月30日）

第２四半期

（自　平成20年７月１日

　至　平成20年９月30日）

第３四半期

（自　平成20年10月１日

　至　平成20年12月31日）

第４四半期

（自　平成21年１月１日

　至　平成21年３月31日）

売上高 （千円） 528,028 732,681 616,532 663,185

税引前

四半期純利益金額
（千円） △25,271 105,001 31,847 △23,121

四半期純利益金額 （千円） △14,207 58,990 17,607 △13,490
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１株当たり

四半期純利益金額
（円） △47.92 199.12 60.14 △44.82
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 毎年６月に開催

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 10株

単元未満株式の買取り 　

　　取扱場所
（特別口座）
東京都中央区八重洲二丁目３番１号　住友信託銀行株式会社　証券代行部

　　株主名簿管理人
（特別口座）
大阪市中央区北浜四丁目５番33号　住友信託銀行株式会社

　　取次所 ―

　　買取手数料 無料

公告掲載方法
当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、電子公告を行うことができない事故そ
の他の止むを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して公告する。
なお、電子公告は当会社のホームページ（http://www.syswave.jp）に掲載する。

株主に対する特典 ありません
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第７ 【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社には親会社等はありません。

　

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券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38期)

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日　

平成20年６月23日
関東財務局長に提出。
 

 

(2)
 
 

 

四半期報告書
第１四半期
会計期間
(第39期)

　
第２四半期
会計期間
(第39期)
　
第３四半期
会計期間
(第39期)

　

自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日
 
　

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日
 
　
自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日
 
　

　

平成20年８月12日
関東財務局長へ提出。
 
　

平成20年11月11日
関東財務局長へ提出。
 
　
平成21年２月10日
関東財務局長へ提出。
 
　

(3)四半期報告書
の確認書

第１四半期
会計期間
(第39期)

第２四半期
会計期間
(第39期)

第３四半期
会計期間
(第39期)
 

自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日

自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日

 

　

平成20年８月12日
関東財務局長へ提出。

平成20年11月11日
関東財務局長へ提出。

平成21年２月10日
関東財務局長へ提出。

 
(4)自己株券買付状況報告書 　 　

　

平成20年５月12日
平成20年６月３日
平成20年７月１日
平成20年８月１日
平成20年９月２日
平成20年10月２日
平成20年11月４日
平成20年12月１日
平成21年１月６日
平成21年２月２日
平成21年３月４日
及び平成21年４月１日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
　

　

平成２０年６月１７日

株式会社　シスウェーブ

取締役会　御中

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　　㊞

　

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

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及

び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に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。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して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企業会計の基準に準拠し

て、株式会社シスウェーブの平成２０年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に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

　
 ※１　上記は、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(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
　

　

平成２１年６月１９日

株　式　会　社　シ　ス　ウ　ェ　ー　ブ

取　締　役　会　御　中

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　東　　田　　夏　　記　　㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　鈴　　木　　哲　　夫　　㊞

　
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　鈴　　木　　　　　聡　　㊞

　

＜財務諸表監査＞

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２０年４月１日から平成２１年３月３１日までの第３９期事

業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及

び附属明細表について監査を行った。この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、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基

準は、当監査法人に財務諸表に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。監

査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた

見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果と

して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企業会計の基準に準拠し

て、株式会社シスウェーブの平成２１年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　

追記情報

重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成２１年４月１日に株式会社ソアーシス

テムの発行済全株式を取得し、子会社化した。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社シス

ウェーブの平成２１年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。財務報告に係る内部統制を

整備及び運用並びに内部統制報告書を作成する責任は、経営者にあり、当監査法人の責任は、独立の立場から

内部統制報告書に対する意見を表明することにある。また、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の

記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠

して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な

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。内部統制監査は、試査を基礎として行わ

れ、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果についての、経営者が行った記載を含め全体

としての内部統制報告書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、内部統制監査の結果として意見

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、株式会社シスウェーブが平成２１年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であ

ると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統

制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示

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

　
 ※１　上記は、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(有価証券報告書提出会社)

が別途保管しております。

２　財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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