
                                   

平成18年12月期  個別中間財務諸表の概要 
平成18年8月21日 

上 場 会 社 名 サイレックス・テクノロジー株式会社   上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 ６６７９                本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www.silex.jp/） 
代  表  者 役職名 取締役兼代表執行役社長     氏 名 河野 剛士 
問合せ先責任者 役職名 執行役管理本部長 情報開示担当 氏 名 播磨 信介     ＴＥＬ（06）6730－3751 

決算取締役会開催日   平成18年８月21日   配当支払開始日  ─ 

単元株制度採用の有無  無 

 

１．18年12月中間期の業績(平成18年１月１日～平成18年６月30日) 

(1)経営成績                                  （百万円未満切捨表示） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円   ％

             2,354（△4.0）

2,451（△7.4）

百万円   ％

              254（△45.5）

              467（△ 3.6）

百万円   ％

242（△49.0）

475（  1.5）

17年12月期 4,665         615         637         
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 
 

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円   ％

135（△49.2）

267（  5.7）

円   銭

3,920      54

7,984   88

17年12月期    359         10,679      43  

(注)①期中平均株式数 18年12月中間期 34,688株  17年12月中間期 33,550株  17年12月期 33,686株 

②会計処理の方法の変更   有 

③売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

(2) 財政状態                                  （百万円未満切捨表示） 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 

18年12月中間期 

17年12月中間期 

百万円 

7,033 

5,557 

百万円

4,212

4,045

％ 

59.9 

72.8 

円   銭

121,237      43

120,580      34

17年12月期 5,716 4,192 73.3 121,034      82

(注)①期末発行済株式数 18年12月中間期 34,744株  17年12月中間期 33,550株  17年12月期 34,642株 

②期末自己株式数  18年12月中間期   ─株  17年12月中間期   ─株  17年12月期   ─株 

 

２．18年12月期の業績予想(平成18年１月１日～平成18年12月31日) 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通 期 

百万円 

5,020 

百万円

650

百万円

370

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   9,852円48銭 

 

３． 配当状況 

現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

17年12月期 ─ 3,900.00 3,900.00

18年12月期(実績) ─ ─

18年12月期(予想) ─ 3,900.00
3,900.00

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、今後様々な

要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件等につきましては、添付資料の７頁を参照し

て下さい。また、１株当たり予想当期純利益(通期)の算出に用いた発行済株式総数は、当中間期末発行済株式数(34,744

株)に添付資料の42頁に記載の増加株式数(2,810株)を加算しております。 
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６．中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

①中間貸借対照表 
(単位：千円) 

前中間会計期間末 
 

(平成17年6月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成18年6月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日) 科      目 

金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 構成比

(資 産 の 部         )   
%

  
% 

  
%

Ⅰ 流動資産           

1.  現金及び預金  651,039 777,976   520,817

2.  受取手形 ※2 199,023 181,369   184,825

3.  売掛金  735,423 865,942   1,037,073

4.  有価証券  1,751,708 1,401,921   601,826

5. たな卸資産  555,849 577,377   527,814

6.  未収入金  233,971 402,171   236,053

7. その他  151,098 115,418   66,881

貸倒引当金  △2,200 △2,700   △2,700

   流動資産合計  4,275,913 76.9 4,319,478 61.4  3,172,593 55.5

Ⅱ 固定資産    

 1. 有形固定資産 ※1   

  (1) 土地  277,054 277,054   277,054

  (2) その他  219,436 213,697   215,853

   有形固定資産合計  496,490 8.9 490,751 7.0  492,907 8.6

 2. 無形固定資産  42,648 0.8 247,638 3.5  111,489 2.0

 3. 投資その他の資産    

  (1) 関係会社株式  ─ 1,385,263   1,385,263

  (2) その他  742,621 590,419   554,203

   投資その他の資産合計  742,621 13.4 1,975,683 28.1  1,939,467 33.9

   固定資産合計  1,281,759 23.1 2,714,074 38.6  2,543,864 44.5

   資産合計  5,557,673 100.0 7,033,553 100.0  5,716,457 100.0
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(単位：千円) 
前中間会計期間末 

 
(平成17年6月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成18年6月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日) 科      目 

金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 構成比

(負 債 の 部         )   
%

  
% 

  
%

Ⅰ 流動負債           

 1. 支払手形  111,255 63,693  87,542

 2. 買掛金  213,367 217,198  187,625

 3. 1年以内返済予定長期借入金  ─ 96,096  96,096

 4. 1年以内償還予定社債  244,000 120,000  220,000

 5. 未払金  237,333 229,136  110,713

 6. 未払法人税等  273,103 175,727  84,563

 7. その他 ※3 41,843 72,855  45,658

   流動負債合計  1,120,902 20.2 974,706 13.9 832,198 14.6

Ⅱ 固定負債   

1.  社債  120,000 ─  10,000

2.  新株予約権付社債  ─ 1,200,000  ─

3.  長期借入金  ─ 349,973  400,571

4.  退職給付引当金  227,400 252,700  236,900

5. 役員退職慰労引当金  43,900 43,900  43,900

   固定負債合計  391,300 7.0 1,846,573 26.2 691,371 12.1

   負債合計  1,512,202 27.2 2,821,279 40.1 1,523,569 26.7

(資 本 の 部         )  

Ⅰ 資本金  1,450,207 26.1 ─ ─ 1,480,372 25.9

Ⅱ 資本剰余金   

 1. 資本準備金  1,502,578 ─  1,532,743

   資本剰余金合計  1,502,578 27.0 ─ ─ 1,532,743 26.8

Ⅲ 利益剰余金   

 1. 利益準備金  11,590 ─  11,590

 2. 任意積立金  80,000 ─  80,000

 3. 中間（当期）未処分利益  986,915 ─  1,078,770

   利益剰余金合計  1,078,505 19.4 ─ ─ 1,170,360 20.5

Ⅳ その他有価証券評価差額金  14,179 0.3 ─ ─ 9,412 0.1

   資本合計  4,045,470 72.8 ─ ─ 4,192,888 73.3

   負債及び資本合計  5,557,673 100.0 ─ ─ 5,716,457 100.0

(純 資 産 の 部)  

Ⅰ 株主資本   

 1. 資本金  ─ 1,483,244 21.1 ─

 2. 資本剰余金   

 （1）資本準備金  ─ 1,535,615  ─

   資本剰余金合計  ─ 1,535,615 21.8 ─

 3. 利益剰余金   

 （1）利益準備金  ─ 11,590  ─

 （2）その他利益剰余金   

       別途積立金  ─ 80,000  ─

       繰越利益剰余金  ─ 1,079,662  ─

   利益剰余金合計  ─ 1,171,252 16.7 ─

   株主資本合計  ─ 4,190,112 59.6 ─

Ⅱ 評価・換算差額等   

   その他有価証券評価差額金  ─ 22,161  ─
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前中間会計期間末 
 

(平成17年6月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成18年6月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年12月31日) 科      目 

金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 構成比

   評価・換算差額等合計  ─ 22,161 0.3 ─

   純資産合計  ─ 4,212,273 59.9 ─

   負債純資産合計  ─ 7,033,553 100.0 ─
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②中間損益計算書 
(単位：千円) 

前中間会計期間 

 

自  平成17年1月１日 

至  平成17年6月30日 

当中間会計期間 

 

自  平成18年1月１日 

至  平成18年6月30日 

前事業年度の 

要約損益計算書 

自  平成17年 1月１日 

至  平成17年12月31日 
科      目 

金     額 百分比 金     額 百分比 金     額 百分比

   % %  %

Ⅰ 売上高   2,451,831 100.0 2,354,843 100.0  4,665,381 100.0

Ⅱ 売上原価   1,127,907 46.0 1,238,860 52.6  2,405,487 51.6

   売上総利益   1,323,924 54.0 1,115,983 47.4  2,259,893 48.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費   856,430 34.9 861,337 36.6  1,644,111 35.2

営業利益   467,493 19.1 254,646 10.8  615,782 13.2

Ⅳ 営業外収益 ※1  11,394 0.5 3,978 0.2  30,027 0.6

Ⅴ 営業外費用 ※2  3,490 0.2 16,403 0.7  8,102 0.2

   経常利益   475,397 19.4 242,221 10.3  637,707 13.6

Ⅵ 特別利益   700 0.0 ─ ─  200 0.0

Ⅶ 特別損失   757 0.0 79 0.0  6,663 0.1

税引前中間（当期）純利益   475,340 19.4 242,142 10.3  631,243 13.5

   法人税、住民税及び事業税  258,055 167,055  289,511 

   法人税等調整額  △50,608 207,447 8.5 △60,909 106,146 4.5 △18,015 271,496 5.8

   中間（当期）純利益   267,892 10.9 135,995 5.8  359,747 7.7

      前期繰越利益   719,023 ─   719,023

   中間（当期）未処分利益   986,915 ─   1,078,770
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③中間株主資本等変動計算書 

当中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで） 

                                             (単位：千円) 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 

資本金 

資本準備金 利益準備金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

平成17年12月31日残高 1,480,372 1,532,743 11,590 80,000 1,078,770 4,183,475 9,412

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 2,872 2,872  5,745

 剰余金の配当  △135,103 △135,103

 中間純利益  135,995 135,995

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
  12,748

中間会計期間中の変動額合計 2,872 2,872 ─ ─ 891 6,636 12,748

平成18年６月30日残高 1,483,244 1,535,615 11,590 80,000 1,079,662 4,190,112 22,161
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

１.資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 有価証券 

1) 子会社株式 

   移動平均法に基づく原価

法 

2) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

  中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法に基づき算定

しております。） 

② 時価のないもの 

移動平均法に基づく原価

法 

(2) たな卸資産 

1) 商品・製品・仕掛品・

原材料 

総平均法に基づく原価

法 

2) 貯蔵品 

終仕入原価法に基づ

く原価法 

 

(1) 有価証券 

1) 子会社株式 

同左 

 

2) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

② 時価のないもの 

同左 

 

(2) たな卸資産 

1) 商品・製品・仕掛品・原

材料 

同左 

 

2) 貯蔵品 

同左 

(1) 有価証券 

1) 子会社株式 

同左 

 

2) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法に基づき算定してお

ります。） 

② 時価のないもの 

同左 

 

(2) たな卸資産 

1) 商品・製品・仕掛品・原

材料 

同左 

 

2) 貯蔵品 

同左 

２.固定資産の減価償却

の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、

定額法を採用しておりま

す。 

なお主要な耐用年数は次

のとおりであります。 

     建物   10年～31年 

      機械及び装置  11年 

      工具器具備品 

 ２年～５年 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウエア

については、見込利用可能

期間（５年以内）に基づく

定額法を採用しておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

定額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 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

３. 繰延資産の処理方法 ――― 

 

 

(1) 新株発行費 

支出時に、全額費用として処理

しております。 

(1) 新株発行費 

同左 
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項目 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

――― 

 

(2) 社債発行費 

支出時に、全額費用として処理

しております。 

――― 

 

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

を勘案し,回収不能見込額

を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備え

るため、当中間会計期間末

における退職給付債務の

見込額を計上しておりま

す。 

(3) 役員退職慰労引当金 

    役員に対する退職慰労金

の支給に備えるため、内規

に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

なお、当社は、平成17年１

月20日開催の報酬委員会

において、役員退職慰労金

制度を平成16年12月期定

時株主総会終結の時をも

って廃止することを決議

しております。廃止時にお

ける引当額は対象となる

役員の退職まで据え置き、

平成17年４月以降の新た

な引当は行っておりませ

ん。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務の見込額を計

上しております。 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

    役員に対する退職慰労金

の支給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を

計上しております。 

なお、当社は、平成17年１

月20日開催の報酬委員会

において、役員退職慰労金

制度を平成16年12月期定

時株主総会終結の時をも

って廃止することを決議

しております。廃止時にお

ける引当額は対象となる

役員の退職まで据え置き、

平成17年４月以降の新た

な引当は行っておりませ

ん。 

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。 

 

同左 同左 

６.その他中間財務諸表

（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 

  消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 
 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準」(「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」(企業

会計審議会 平成14年８月９日))及び

「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 企業会計基準適用指針第６号)

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。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等) 

 当中間会計期間から「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。 

 これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は4,212,273千円であります。

 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財務諸表は、

改正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

 

(ストック･オプション等に関する会計基

準等) 

 当中間会計期間から「ストック･オプシ

ョン等に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業会計基

準第８号)及び「ストック･オプション等

に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第11号)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。 

――― 
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表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

――― 

 

（中間貸借対照表） 

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」に含

めて表示していた「関係会社株式」は、資産の総額の100分の

５を超えることになったため、当中間会計期間から区分掲記す

ることに変更いたしました。 

 なお、前中間会計期間における「関係会社株式」の金額は

224,863千円であります。 

 

追加情報 
 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

 （事業税の外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月31

日に公布され、平成16年４月１日以後に

開始する事業年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当中間会計期

間から「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

8,500千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益はそれぞれ8,500千

円減少しております。 

 

――― ――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
（平成17年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前事業年度末 
（平成17年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

        450,913千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

          497,082千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

          466,532千円 

※２         ――― 

 

※２      ――― ※２ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期

末日満期手形が期末残高に含まれ

ております。 

       受取手形        25,686千円 

 

※３ 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。 

※３  消費税等の取扱い 

同左 

※３        ――― 

 
(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

※１  営業外収益の主要項目 

受取利息          86千円 

有価証券利息         28千円 

為替差益          3,505千円 

役員保険解約益    6,709千円 

 

※１  営業外収益の主要項目 

受取利息           96千円 

有価証券利息         119千円 

役員保険解約益     2,646千円 

 

※１  営業外収益の主要項目 

受取利息          184千円 

有価証券利息         151千円 

役員保険解約益     6,709千円 

為替差益          18,901千円 

※２  営業外費用の主要項目 

支払利息            733千円 

社債利息          1,101千円 

支払保証料        1,101千円 

売掛債権売却損      553千円 

 

※２  営業外費用の主要項目 

支払利息           4,210千円 

社債利息             410千円 

支払保証料           465千円 

新株発行費           427千円 

社債発行費         6,544千円 

為替差損           3,761千円 

売掛債権売却損       584千円 

 

※２  営業外費用の主要項目 

支払利息           1,940千円 

社債利息           1,956千円 

支払保証料         2,204千円 

新株発行費         1,027千円 

 

３  減価償却実施額 

有形固定資産     32,336千円 

無形固定資産     15,831千円 

３  減価償却実施額 

有形固定資産     36,940千円 

無形固定資産     20,100千円 

３  減価償却実施額 

有形固定資産      74,785千円 

無形固定資産      35,363千円 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

当中間会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

   該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

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 

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 

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) 

車両運搬具 7,620 3,429 4,191 

工具器具 
備品 

12,672 3,288 9,383 

合計 20,292 6,717 13,574 

 

 
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)

車両運搬具 7,620 4,953 2,667

工具器具 
備品 

12,672 6,041 6,630

合計 20,292 10,994 9,297

 

 
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)

車両運搬具 7,620 4,191 3,429

工具器具 
備品 

12,672 4,861 7,810

合計 20,292 9,052 11,239

 
なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が、有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合が

低いため、支払利子込み法により算

定しております。 

同左 なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が、有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 4,058千円 

１年超 9,515千円 

 合計 13,574千円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 3,930千円

１年超 5,366千円

 合計 9,297千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,899千円

１年超 7,339千円

 合計 11,239千円
 

なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末

残高が、有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

同左   なお、未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が、

有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 2,206千円 

減価償却費相当額 2,206千円 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,029千円

減価償却費相当額 2,029千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 4,234千円

減価償却費相当額 4,234千円
 

(4) 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

額を零とする定額法によっておりま

す。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 
 

(有価証券関係) 

前中間会計期間及び当中間会計期間並びに前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありません。 

 

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 
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(重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

――― 

 

（第１回無担保転換社債型新株予約権付

社債の株式への転換） 

当中間会計期間終了後、第１回無担

保転換社債型新株予約権付社債の権

利行使による株式への転換が行なわ

れました。 

(1) 行使期間 

平成18年７月20日及び 

平成18年8月18日 

(2) 転換行使総額 

   500,000千円 

(3) 資本金の増加額 

   250,000千円 

  (4) 資本準備金の増加額 

250,000千円 

(5) 増加した株式の種類及び株数 

   普通株式 2,810株 

 

（大阪拠点移転計画の決定） 

平成18年８月２日の代表執行役社長

の決定により、大阪拠点を移転し新

社屋を建設する計画を決定いたしま

した。 

(1) 新社屋の所在地 

京都府相楽郡精華町光台二丁目３

番１および３ 

(2) 敷地面積 

   11,195.44㎡ 

(3) 投資予定総額 

   800,000千円 

(4) 建設時期 

   平成18年12月 着工予定 

平成20年１月 業務開始予定 

(5) 新社屋の機能 

   研究開発機能、生産機能、管理本部

機能を一棟に集約し、業務運営を行

う。 

 

(新株予約権の付与) 

  平成18年３月29日定時株主総会にお

いて、商法第280条ノ20及び商法第

280条ノ21の規定に基づき「ストック

オプションとして新株予約権を発行

する件」を決議いたしました。 

 (1) 新株予約権の割当を受ける者 

   当社の取締役、執行役、従業員お

よび当社子会社の取締役、従業員

 (2) 新株予約権の目的となる株式の種

類及び数 

   当社普通株式700株を上限とする。

ただし、当社が株式分割または株

式併合を行う場合、目的たる株式

の数を調整するものとする。かか

る調整は本新株予約権のうち、当

該時点で権利行使されていない新

株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果１株

未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てるものとする。 

 (3) 発行する新株予約権の総数 

   700個(新株予約権１個あたりの目

的となる株式数１株) 

 (4) 新株予約権の発行価額 

   無償とする。 

 (5) 新株予約権行使時に払込をすべき

金額 

   新株予約権発行の日の属する月の

前月各日(取引が成立しない日は

除く)のジャスダック証券取引所

における当社普通株式の普通取引

の終値の平均値に1.05を乗じた金

額とし、１円未満の端数は切り上

げる。ただし、その金額が新株予

約権発行の日の終値(取引が成立

しない場合はそれに先立つ直近日

の終値)を下回る場合は、新株予約

権発行の日の終値とする。 

   なお、新株予約権発行後、当社が

株式分割または株式併合を行う場

合、および時価を下回る価額で新

株発行または自己株式の処分を行

う場合は、払込金額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

 (6) 新株予約権の行使期間 

   平成20年４月15日から平成23年４

月14日まで 

 (7) 新株予約権利行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者

  -13- 

 



                                   

前中間会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前事業年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

は、権利行使時においても、当

社または当社子会社の取締役、

執行役、従業員の地位にあるこ

とを要す。ただし、任期満了に

よる退任、定年退職その他正当

な理由がある場合はこの限り

ではない。 

② その他、新株予約権権利行使の

条件は、取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権の割当を受け

た者との間で締結する「新株予

約権付与契約」に定めるところ

とする。 
 
 

   (2) その他 

該当事項はありません。 
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