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１ この目論見書により行う株式1,168,000千円（見込額）の募集 

(一般募集）については、当社は証券取引法第５条により有価証券

届出書を平成16年５月20日に近畿財務局長に提出しておりますが、

その届出の効力は生じておりません。 

  したがって、発行価格等については、今後訂正が行われます。 

  なお、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

２ この目論見書により行う株式186,600千円（見込額）の売出し 

(オーバーアロットメントによる売出し）については、当社は証券

取引法第４条第１項ただし書により同項本文の規定による届出は行

っておりません。 

  なお、売出価格等については、今後訂正が行われます。 

  また、その他の記載内容についても訂正されることがあります。 

 



大阪府東大阪市小阪本町一丁目6番20号

新株式発行届出並びに株式売出目論見書

発行価格 未　　定

売出価格 未　　定



事業の概要�1
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■売上高

当社グループは、プリントサーバを代表としたネットワーク技術を応用した周辺機器の開発を手

掛けるペリフェラルプロダクツ事業、出力装置を中心としたマイクロコンピュータ技術を応用した

産業機器及び指紋解析照合技術を応用したシステムの開発を手掛ける情報機器事業を行っておりま

す。

（単位：百万円）



業績等の推移�2

主要な経営指標等の推移

回　　　　　　　　次 第 27 期 第 28 期 第 29 期 第 30 期 第 31 期
決　　算　　年　　月 平成11年12月 平成12年12月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月

1 連 結 経 営 指 標 等
売　　　　上　　　　高 （千円） ─ ─ 3,753,242 3,896,822 4,642,765
経　　常　　利　　益（千円） ─ ─ 237,401 313,763 411,079
当　期　純　利　益（千円） ─ ─ 129,354 170,370 214,471
純　　資　　産　　額（千円） ─ ─ 1,544,147 1,710,824 2,441,222
総　　資　　産　　額（千円） ─ ─ 3,384,972 3,461,910 3,864,194
1 株 当 た り 純 資 産 額 （円） ─ ─ 4,313.26 4,592.81 244,591.14
1株当たり当期純利益 （円） ─ ─ 361.32 469.84 21,591.66
潜 在 株 式 調 整 後 （円） ─ ─ ─ ─ 19,407.691株当たり当期純利益
自　己　資　本　比　率 （％） ─ ─ 45.6 49.4 63.2
自 己 資 本 利 益 率 （％） ─ ─ 8.7 10.5 10.3
株　価　収　益　率 （倍） ─ ─ ─ ─ 34.0
営 業 活 動 に よ る

（千円） ─ ─ △ 151,440 421,151 △ 301,284キャッシュ・フロー
投 資 活 動 に よ る（千円） ─ ─ △ 253,950 △ 90,907 △ 4,448キャッシュ・フロー
財 務 活 動 に よ る

（千円） ─ ─ 248,822 △ 233,436 329,923キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の（千円） ─ ─ 476,538 567,721 588,736
期　　末　　残　　高
従　　業　　員　　数

（名）
─ ─ 160 162 173

（ほか、平均臨時雇用者数） （ ─） （ ─） （ 27） （ 28） （ 23）
2 提出会社の経営指標等
売　　　　上　　　　高 （千円） 3,550,509 3,144,879 3,754,553 3,899,403 4,628,965
経　　常　　利　　益（千円） 228,896 231,376 233,297 319,025 412,913
当　期　純　利　益（千円） 104,506 68,418 125,349 175,239 214,782
資　　　　本　　　　金 （千円） 400,000 620,000 620,000 643,925 883,675
発 行 済 株 式 総 数 （株） 270,000 358,000 358,000 372,500 9,850
純　　資　　産　　額（千円） 989,811 1,449,230 1,546,457 1,723,256 2,458,724
総　　資　　産　　額（千円） 2,888,953 3,292,459 3,397,169 3,491,649 3,905,013
1 株 当 た り 純 資 産 額 （円） 3,665.97 4,048.13 4,319.71 4,626.19 246,368.00
1 株 当 た り 配 当 額 （円） 100.00 50.00 85.00 120.00 6,500.00
（内、1株当たり中間配当額）（円） （ ─） （ ─） （ ─） （ ─） （ ─）
1株当たり当期純利益 （円） 387.06 208.17 350.13 483.27 21,628.53
潜 在 株 式 調 整 後

（円） ─ ─ ─ ─ 19,440.831株当たり当期純利益
自　己　資　本　比　率 （％） 34.3 44.0 45.5 49.4 63.0
自 己 資 本 利 益 率 （％） 11.1 5.6 8.4 10.7 10.3
株　価　収　益　率 （倍） ─ ─ ─ ─ 34.0
配　　当　　性　　向 （％） 25.8 24.0 24.3 24.8 30.1
従　　業　　員　　数

（名）
139 145 153 149 155

（ほか、平均臨時雇用者数） （ 16） （ 17） （ 27） （ 28） （ 23）
（注） 1. 売上高には消費税等は含まれておりません。

2. 当社は第29期より連結財務諸表を作成しております。
3. 平成12年5月1日付けをもって有償第三者割当88,000株の増資を実施、また、平成14年9月7日付けをもって有償第三者割当

14,500株の増資を実施しております。
4. 第27期の1株当たり配当額には特別配当50円を、第31期の1株当たり配当額には創立30周年及び上場記念配当1,000円をそれぞ

れ含んでおります。
5. 第27期、第28期、第29期及び第30期の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新株引受権付社債の発行に伴う新株引

受権残高が、また第30期はストック・オプション制度導入による新株予約権残高がありますが、当社株式は、非上場・非登録であ
り、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

6. 第27期、第28期、第29期及び第30期の株価収益率については、当社株式は非上場・非登録であるため記載しておりません。
7. 従業員数は、就業人員数を記載しております。なお、従業員数欄の（外書）は臨時従業員の年間平均雇用人員であります。
8. 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第29期、第30期及び第31期の連結財務諸表及び財務諸表については中央青山

監査法人の監査を受けておりますが、第27期及び第28期については監査を受けておりません。
9. 第31期から「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成14年9月25日　企業会計基準第2号）及び「1

株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成14年9月25日　企業会計基準適用指針第4号）を適
用しております。

10. 平成15年5月1日付けをもって普通株式50株を1株への併合を行っております。
11. 平成15年6月5日付けをもって新株引受権付社債の新株引受権が全額行使されたことにより発行済株式総数は1,000株増加し、

8,450株となっております。また同新株引受権の行使により資本金は61,250千円増加し、705,175千円となっております。
12. 平成15年9月12日付けをもって公募増資を行ったことにより発行済株式総数は1,400株増加し、9,850株となっております。また

公募増資により資本金は178,500千円増加し、883,675千円となっております。
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事業の内容�3

ペリフェラルプロダクツ事業
当社は、異なるメーカのコンピュータやプリンタが存在するオフィスなどのネットワーク環境に

おいて、プリンタを共有するために無くてはならないツールである「プリントサーバ」を開発して

おります。当社のプリントサーバは、TCP/IP（注1）、IPX/SPX（注2）、AppleTalk（注3）、
NetBEUI（注4）等の通信プロトコル（注5）を搭載しており、プリンタメーカ各社の拡張インタ
フェース（注6）に合わせた内蔵型プリントサーバは、多くのプリンタメーカや複写機・複合機メ
ーカに採用されております。外付型プリントサーバはメーカを問わず多くのプリンタに対応し、

PRICOMプリントサーバシリーズとして、代理店を中心に販売しております。
また、当社のネットワーク技術はプリンタに移植することが可能であり、組込み型のネットワー

クソフトウエアとしても提供しております。

（注） 1. TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol
インターネットやLANで標準的に使われているプロトコル。UNIXに標準で実装されたため急速に普及し、現在世界で最も普及し
ている。

2. IPX/SPX Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange
米Novell社のネットワークOS NetWareで使われているプロトコルのひとつ。

3. AppleTalk
米Apple社が1985年に発表し、同社のマッキントッシュに搭載されたネットワークプロトコル。アップル社はLocalTalkと呼ば
れるシリアルネットワークをマッキントッシュに組込んでいたが、この機能をイーサネットやTokenRingでも利用できるように
拡張したものをEtherTalkとも呼ぶ。

4. NetBEUI NetBIOS Extended User Interface
米Microsoft社のWindowsネットワークで採用されているファイルやプリンタなどを共有するためのプロトコルのひとつ。

5. 通信プロトコル
データ通信を行うために，あらかじめ定めておく規約。通信規約。通信手順。

6. 拡張インタフェース
プリンタが外部のコンピュータから印刷要求などを受けるために準備したハードウエアとソフトウエアの規格。プリンタはそれぞ
れメーカ独自に開発した外部のインタフェース装置を接続するためのスロットがあり、通常はプリンタの内部のコネクタに接続し
て利用するため、拡張スロットとも言われる。

キヤノン向け
内蔵型プリントサーバ

（PRICOM C-540）

エプソン向け
内蔵型プリントサーバ

（PRICOM E-810）

ヒューレット・パッカード向け
内蔵型USBプリントサーバ

（PRICOM H-260U）

内蔵型プリントサーバ



外付型プリントサーバ

（PRICOM 3100）

ネットワーク専用 ASIC

（Falcon）

外付型プリントサーバ

（PRICOM TCP/IP）

アプライアンスサーバ

（PRICOM 7000）

外付型マルチポートプリントサーバ

（PowerPrint M-2500）

外付型USBプリントサーバ

（PRICOM C-6200U）

キヤノン向け
内蔵型無線LANプリントサーバ

（PRICOM C-550Wireless）

外付型プリントサーバ

USBプリントサーバ

無線LANプリントサーバ

ASIC アプライアンスサーバ

無線マルチファンクション
プリントサーバ

（PRICOM SX-3700WB）

マルチファンクションプリントサーバ

高速マルチファンクション
プリントサーバ

（PRICOM SX-5000U2）



プリンタ、複写機、複合機等顧客制御ソフトウエア�

印刷用プロトコル : LPD, NDS, PAP, IPP等�
インターネット用プロトコル : HTTP, SMTP, POP等�
管理設定用プロトコル : SNMP, TELNET, HTTP等�
�

silex プロトコルスタック�
TCP/IP, IPX/SPX, Apple Talk,
NetBEUI等�

RPC/BSD ソケット�

汎用 OS TCP/IP スタック�

汎用OS VxWorks, pSOS, Linux, μiTRON等�

silex ネットワークドライバー�

印刷用プロトコル : �
　LPD, NDS, PAP, IPP等�
インターネット用プロトコル : �
 　HTTP, SMTP, POP等�
管理設定用プロトコル : �
 　SNMP, TELNET, HTTP等�
�

RPC/BSD ソケット�

CREAM（当社独自OS）�

silex ネットワークドライバー�

silex プロトコルスタック�
TCP/IP,  IPX/SPX,  AppleTalk, NetBEUI等�

印刷用プロトコル : LPD, NDS, PAP, IPP等�
インターネット用プロトコル : HTTP, SMTP, POP等�
管理設定用プロトコル : SNMP, TELNET, HTTP等�
�

RPC/BSD ソケット�

CREAM（当社独自OS）�

silex ネットワークドライバー�

silex プロトコルスタック�
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI等�

自社 ASIC Falcon

複合機

プリンタ

外付型プリントサーバ

組込み型プリントサーバ組成図

当社ネットワークプロトコルスタック

当社製品への組込み

顧客製品への組込み 顧客製品のネットワーク対応

自社ブランド PRICOM

当社の組込み型プリントサーバは他社製品との組成が可能で、顧客製品のネットワーク化を実現

いたします。

（注） 1. RPC Remote Procedure Call
クライアントサーバモデルのネットワーク環境において、システム間で通信を行うためのプロトコル。サーバ上のプログラムやサ
ービスをクライアントから実行できるようになる。

2. BSD ソケット
カリフォルニア大学バークレイ校（UCB）にて開発されたBSDソケットAPIのこと。現在最も広く使用されているソケットシステ
ム。UNIX系OSやWindowsでほぼ互換性のあるライブラリを使用することができる。

3. LPD Line Printer Daemon
TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク上のプリンタに印刷するためのプロトコル。

4. NDS Novell Directory Service
米Novell社が開発した、ディレクトリサービスを提供するソフトウエア。

5. PAP Printer Access Protocol
AppleTalkネットワークに接続されたプリンタに対して、ファイルをダウンロードしたり、対話的に通信するプロトコル。

6. IPP Internet Printing Protocol
TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク上のプリンタに印刷するためのプロトコル。

7. HTTP HyperText Transfer Protocol
クライアント（Webブラウザ）とWebサーバ間でHTMLなどのデータを送受信するためのプロトコル。

8. SMTP Simple Mail Transfer Protocol
インターネットやイントラネットで、電子メールを送信するためのプロトコル。

9. POP Post Office Protocol
電子メールを一時保存しているサーバからメールを受信するためのプロトコル。

10. SNMP Simple Network Manegement Protocol
ネットワークに接続された通信機器をネットワーク経由で監視するためのプロトコル。

11. TELNET
TCP/IPプロトコルを使用してネットワーク上の別のコンピュータを対話的に遠隔操作するプロトコル。

12. OS Operating System
コンピュータのメモリやディスクなどのハードウエアを始め、アプリケーションソフトウエアが共通して利用する機能を管理する
など、コンピュータを操作するために必要な機能をまとめた基本ソフトウエアのこと。

内蔵型プリントサーバ



情報機器事業
当社は、高度情報技術社会で実現される電子政府、電子商取引システム等で必要条件とされる個

人認証に、バイオメトリクス認証（注）をベースとした「指紋解析照合技術」を採用した製品を開

発し提供しております。主力製品である指紋認証システムは、指紋解析・照合技術を社内リソース

として整備し、自社において、認証アルゴリズム、アプリケーションサポートソフトウエア、指紋

入力装置をそれぞれ開発し、顧客システムに最適の形態で適用できるように整備しております。

（注） バイオメトリクス認証
身体的な特徴や、身体的な特性など、個人に固有の情報を利用して、本人の確認を行う認証方式。

PCカードタイプ指紋センサ
（DIGITUS FIC-200）

I Cカード付き指紋センサ
（DIGITUS MUSB200-COMBO）

指紋認証ログオンソフトウエア
（DIGITUS-Logon）

指紋照合解析装置

登録指紋から抽出した特徴点データ�

照合指紋から抽出した特徴点データ�

アプリケーション�

特徴点�

指紋照合� 照合結果�
アルゴリズムで指紋画像�
イメージから精度の高い�
特徴点データを抽出�

指紋認証アルゴリズム�

画像処理技術を応用した高速で照合精度の高い特徴点抽出を行う当社のアルゴリズムで指紋照

合解析装置を開発しております。
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【届出の対象とした募集有価証券の

種類】 

 

株式 

【届出の対象とした募集金額】 一般募集  1,168,000,000円 

(注) 募集金額は発行価額の総額であり、有価証券届出書提出

時における店頭売買価格を基準として算出した見込額で

あります。 

ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて買

取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価格)

で一般募集を行うため、一般募集における発行価格の総

額は上記の金額とは異なります。 

【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集に伴い、当社の発行する店頭売買株式に

ついて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、

証券取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作

取引が行われる場合があります。 

２ 上記の場合に安定操作取引が行われる店頭売買有価

証券市場を開設する証券業協会は、日本証券業協会

であります。 

【縦覧に供する場所】 サイレックス・テクノロジー株式会社 東京支社 

(東京都港区芝五丁目30番９号(藤ビル)) 

 日本証券業協会 

(東京都中央区日本橋茅場町一丁目５番８号) 
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【会社名】 サイレックス・テクノロジー株式会社 

【英訳名】 silex technology,Inc. 

【代表者の役職氏名】 取締役兼代表執行役社長  河 野 剛 士 

【本店の所在の場所】 大阪府東大阪市小阪本町一丁目６番20号 

【電話番号】 06-6730-3751 

【事務連絡者氏名】 執行役財務部長  大 谷 哲 夫 

【最寄りの連絡場所】 大阪府東大阪市小阪本町一丁目６番20号 

【電話番号】 06-6730-3751 

【事務連絡者氏名】 執行役財務部長  大 谷 哲 夫 

【本目論見書により行う売出 

有価証券の種類】 
株式 

【本目論見書により行う売出金額】 オーバーアロットメントによる売出し 186,600,000円 

 (注) 売出金額は、新規発行株式の一般募集に係る有価証券届出書

提出時における店頭売買価格を基準として算出した見込額で

あります。 

【安定操作に関する事項】 １ 今回の売出しに伴い、当社の発行する店頭売買株式につ

いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、証券取

引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行わ

れる場合があります。 

２ 上記の場合に安定操作取引が行われる店頭売買有価証券

市場を開設する証券業協会は、日本証券業協会でありま

す。 
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 (株価情報等) 

１ 【株価、ＰＥＲ及び株式売買高の推移】 

平成15年９月12日から平成16年５月７日までの日本証券業協会が公表する当社普通株式の株価、Ｐ

ＥＲ及び株式売買高の推移(週単位)は以下のとおりであります。 

なお、当社株式は平成15年９月12日付をもって日本証券業協会に店頭登録いたしましたので、それ

以前の株価、ＰＥＲ及び株式売買高については該当事項はありません。 

 

 
(注) １・株価のグラフ中の１本の罫線は、週単位の始値、高値、安値、終値の４種類の株価を表しております。 

・始値と終値の間は箱形、高値と安値の間は線で表しております。 
・終値が始値より高い時は中を白ぬき、安い時は中黒で表しております。 

   ２ ＰＥＲの算出は以下の算式によります。 
週末の終値 

ＰＥＲ（倍）＝ 
１株当たり当期純利益

平成15年９月12日から平成15年12月24日については、平成15年８月８日提出の有価証券届出書の平成14年12
月期の財務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 
平成15年12月25日から平成15年12月31日については、平成16年２月20日付(平成15年12月25日権利落)をもっ
て、株式１株を３株に分割していることから、平成15年８月８日提出の有価証券届出書の平成14年12月期の
財務諸表の１株当たり当期純利益を３で除した数値を使用。 
平成16年１月１日から平成16年５月７日については、平成15年12月期有価証券報告書の平成15年12月期の財
務諸表の１株当たり当期純利益を使用。 

 

２ 【大量保有報告書等の提出状況】 

平成15年11月20日から平成16年５月13日までの間における当社株式に関する大量保有報告書等の提

出状況は、以下のとおりであります。 
 

提出者(大量保有者)の 
氏名又は名称 

報告義務発生日 提出日 区分 
保有株券等の 

総数(株) 
株券等保有 
割合(％) 

樋口 盟 平成16年３月10日 平成16年３月16日 変更報告書 1,140 3.86

福西 裕 平成16年４月19日 平成16年４月27日 変更報告書 1,656 5.60

福西 裕 平成16年５月10日 平成16年５月13日 変更報告書 1,200 4.06

(注) 上記の大量保有報告書等は関東財務局及び近畿財務局に、また大量保有報告書等の写しは当社株式が登録
されている日本証券業協会に備置され、一般に縦覧に供されております。 
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第一部 【証券情報】 

第１ 【募集要項】 

１ 【新規発行株式】 

 

種類 発行数 

普通株式 4,000株 

(注) １ 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第21条の７第３項により、平成16年３月30日(火)開

催の取締役会において、新株の発行に関する決定を代表執行役社長に委任することを決議しており、か

かる決議による委任に基づく平成16年５月20日(木)の代表執行役社長の決定によります。 

２ 本募集(以下「一般募集」という。)にあたり、一般募集とは別に、その需要状況を勘案した上で、一般

募集の主幹事会社である野村證券株式会社が当社株主から600株を上限として借入れる当社普通株式の

売出し(以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。)を行うことがあります。なお、「オー

バーアロットメントによる売出し」とは、募集に係る有価証券について、当該募集の予定数量のほかに

同一条件で追加的に売出しを行うことを指します。 

  オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売

出しのために、野村證券株式会社が当社株主から借入れる株式(以下「借入れ株式」という。)でありま

す。これに関連して、野村證券株式会社は、一般募集の対象となる株式とは別に、600株を上限として

当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を上記株主から付与される

予定であります。グリーンシューオプションの行使期間は、一般募集及びオーバーアロットメントによ

る売出しの受渡期日に始まり、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了す

る日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)に終了する期間で

あります。 

  また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する

日の翌日から上記グリーンシューオプションの行使期間の最終日の３営業日前までの間(以下「シンジ

ケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、日本証券業協会が開設する店頭

売買有価証券市場においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限(以下「上限株

数」という。)とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合が

あります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての株式は、借入れ株式の返

却に充当されます。なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジ

ケートカバー取引を全く行わず、又は上限株数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる

場合があります。 

  更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引

を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返

却に充当することがあります。 

  上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当された当社普通株式

以外の借入れ株式は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されま

す。 

３ 一般募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、その内容につきましては、

「第一部 証券情報 第３ 事業の概況等に関する特別記載事項 ７ ロックアップについて」をご参

照下さい。 
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２ 【株式募集の方法及び条件】 

平成16年６月８日(火)から平成16年６月11日(金)までの間のいずれかの日(以下「発行価格決定日」

という。)に決定される発行価額にて引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額(発行価

格)で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発

行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。 

(1) 【募集の方法】 

 

区分 発行数 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円)

株主割当 ― ― ― 

その他の者に対する割当 ― ― ― 

一般募集 
4,000株 
(注)１ 

1,168,000,000 
(注)２、３ 

584,000,000 
(注)４ 

計(総発行株式) 4,000株 1,168,000,000 584,000,000 

(注) １ 全株式を証券会社の買取引受けにより募集します。 

２ 発行価額の総額は、有価証券届出書提出時における店頭売買価格を基準として算出した見込額でありま

す。 

３ 発行価額の総額は、引受人の買取引受けによる払込金額の総額であります。 

４ 資本組入額の総額は、発行価額の総額(見込額)の２分の１相当額を資本に組入れることを前提として算

出した見込額であります。 
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(2) 【募集の条件】 

 

発行価格(円) 
発行価額 
(円) 

資本 
組入額 
(円) 

申込株
数単位

申込期間 
申込
証拠金 
(円)

払込期日 

未定(注)１、３ 

発行価格決定日に

おいて日本証券業

協会が公表する当

社普通株式の最終

価格に0.90～1.00

を乗じた価格(１

円未満端数切捨

て)を仮条件とし

ます。 

未定 

(注)１、３ 

未定 

(注)１、２ 
１株

自 平成16年６月14日(月)

至 平成16年６月16日(水)

(注)４ 

未定

(注)１ 

平成16年６月21日(月)

(注)４ 

新株引受権証書に 

関する事項 
該当事項はありません。 

(注) １ 日本証券業協会の定める公正慣習規則第14号第７条の２に規定される方式により、上記仮条件により需

要状況を勘案した上で、平成16年６月８日(火)から平成16年６月11日(金)までの間のいずれかの日に、

一般募集における発行価格及び申込証拠金を決定し、併せて発行価額(当社が引受人より１株当たりの

新株式払込金として受け取る金額)及び資本組入額を決定いたします。なお、申込証拠金は発行価格と

同一の金額といたします。 

２ 資本組入額は発行価額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた時は、その端数を切

り上げるものとします。 

３ 前記「２ 株式募集の方法及び条件」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額とは異なります。発

行価格と発行価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

４ 申込期間及び払込期日については、上記のとおり内定しておりますが、発行価格決定日において正式に

決定する予定であります。なお、上記申込期間及び払込期日については、需要状況を勘案した上で繰り

上げることがあります。当該需要状況の把握期間は、最長で平成16年６月７日(月)から平成16年６月11

日(金)までを予定しておりますが、実際の一般募集における発行価格及び申込証拠金の決定期間は、平

成16年６月８日(火)から平成16年６月11日(金)までを予定しております。したがいまして、申込期間が

最も繰り上がった場合は、「平成16年６月９日(水)から平成16年６月11日(金)まで」となり、払込期日

が最も繰り上がった場合は、「平成16年６月16日(水)」となることがありますのでご注意下さい。 

５ 新株式に対する配当起算日は、平成16年１月１日(木)といたします。 

６ 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものとします。 

７ 申込証拠金のうち発行価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当します。 

８ 申込証拠金には、利息をつけません。 

９ 株式の受渡期日は、払込期日の翌営業日であります。株券は株式会社証券保管振替機構に預託され、変

更登録日(払込期日の翌営業日)から売買を行うことができます。 

なお、株券の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された方には、当該変更登録日以降に証券会社

を通じて株券が交付されます。株式会社証券保管振替機構に株券を預託される方は名義書換を行う必要

はありません。 
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(3) 【申込取扱場所】 

後記「３ 株式の引受け」欄の証券会社の本店及び全国各支店で申込みの取扱いをいたします。 

 

(4) 【払込取扱場所】 

 

店名 所在地 

株式会社三井住友銀行 小阪支店 大阪府東大阪市小阪本町一丁目２番３号 

株式会社東京三菱銀行 東大阪支店 大阪府東大阪市小阪本町一丁目７番２―104号 

(注) 上記の払込取扱場所での申込みの取扱いは行いません。 

 

３ 【株式の引受け】 

 

引受人の氏名又は名称 住所 
引受株式数

(株) 
引受けの条件 

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号  

新光証券株式会社 東京都中央区八重洲二丁目４番１号  

大和証券エスエムビーシー
株式会社 

東京都千代田区丸の内一丁目８番１号 未定 

三菱証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号  

ＵＦＪつばさ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目１番３号  

１ 買取引受けによりま

す。 

２ 引受人は新株式払込金

として、払込期日に払

込取扱場所へ発行価額

と同額を払込むことと

いたします。 

３ 引受手数料は支払われ

ません。ただし、一般

募集における発行価格

と発行価額との差額の

総額は引受人の手取金

となります。 

計 ― 4,000 ― 

(注) １ 引受株式数及び引受けの条件は、発行価格決定日に決定する予定であります。 

２ 上記証券会社と元引受契約を締結する予定であります。 

 

４ 【新規発行による手取金の使途】 

(1) 【新規発行による手取金の額】 

 

払込金額の総額(円) 発行諸費用の概算額(円) 差引手取概算額(円) 

1,168,000,000 
(注)１ 

18,000,000 
(注)２、３ 

1,150,000,000 

(注) １ 払込金額の総額(発行価額の総額)は、有価証券届出書提出時における店頭売買価格を基準として算出し

た見込額であります。 

２ 発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 引受手数料は支払われないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものでありま

す。 
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(2) 【手取金の使途】 

上記手取概算額1,150,000千円については、760,000千円を平成15年９月の公募増資による調達時

の子会社投資資金の未使用額190,000千円と合わせて研究開発投資資金950,000千円に、308,000千円

を社債償還資金(平成16年12月期146,000千円及び平成17年12月期162,000千円)に、残額を海外市場

開拓のための海外子会社(北京捷希凱网絡技術有限公司及びsilex technology america,Inc.)への投

資資金に充当する予定であります。 

研究開発投資資金については、ネットワーク技術の高度化に即応し、既存製品の性能向上等のた

めに、新たな研究開発に投資する予定です。 

対象となる研究開発のテーマは以下となります。 

① 次世代プラットフォーム(ASIC等)の開発(300,000千円) 

急速に普及が予測される無線LANや高速USBインタフェースなどに対応するため、CPU性能の向上、

無線(RF)技術やUSB技術の取込みが必要不可欠となっており、当社の基礎技術が応用可能なIP通信

機器やインターネット関連機器の開発において基本となる次世代のプラットフォーム(ASIC等)を

開発します。平成17年末までの充当を予定しています。 

② プリントサーバ関連製品の機能強化及び各メーカ仕様への対応(450,000千円) 

プリントサーバ関連製品の開発について、マルチファンクションサーバ製品のラインナップの

強化及び外付けプリントサーバの低価格製品の投入のため、並びに各プリンタメーカのインタフ

ェース仕様に合わせたベンダー対応プリントサーバ製品の開発のための積極的な投資を行い拡販

を目指します。平成17年末までの充当を予定しています。 

③ 指紋照合解析装置の性能向上(200,000千円) 

指紋照合解析装置の本格的な需要を喚起するために、更なる品質と精度の向上が不可欠である

と認識しており、100％認証のためのアルゴリズムや指紋センサから取り込まれた画像を高度に処

理するフィルタソフトウエアの性能向上及び最適化を目指しております。また、次期セキュリテ

ィシステムの開発を目指しスウェーデンPricise Biometrics社から得た「Match-on-Card」のライ

センス技術を応用するためには、ICカード上で単独認証が可能なインテリジェントタイプの指紋

照合解析装置の新たな開発が必要です。平成17年末までの充当を予定しています。 
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第２ 【売出要項】 

１ 【売出有価証券(オーバーアロットメントによる売出し)】 

 

種類 売出数 売出価額の総額(円) 
売出しに係る株式の所有者の住所 

及び氏名又は名称 

普通株式 
600株 
(注)１ 

186,600,000 
(注)２ 

東京都中央区日本橋一丁目９番１号 

 野村證券株式会社 

(注) １ オーバーアロットメントによる売出しは、前記「第１ 募集要項」に記載の一般募集にあたり、一般募

集とは別に、その需要状況を勘案の上で、一般募集の主幹事会社である野村證券株式会社が行う売出し

であります。したがって、上記売出数は、オーバーアロットメントによる売出しの売出株数の上限を示

したものであり、需要状況により減少し、又は売出しが全く行われない場合があります。 

オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売

出しのために、野村證券株式会社が当社株主から借入れる株式(以下「借入れ株式」という。)でありま

す。これに関連して、野村證券株式会社は、一般募集の対象となる株式とは別に、600株を上限として

当社普通株式を取得する権利(以下「グリーンシューオプション」という。)を上記株主から付与される

予定であります。グリーンシューオプションの行使期間は、一般募集及びオーバーアロットメントによ

る売出しの受渡期日に始まり、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了す

る日の翌日から起算して30日目の日(30日目の日が営業日でない場合はその前営業日)に終了する期間で

あります。 

また、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間の終了する

日の翌日から上記グリーンシューオプションの行使期間の最終日の３営業日前までの間(以下「シンジ

ケートカバー取引期間」という。)、借入れ株式の返却を目的として、日本証券業協会が開設する店頭

売買有価証券市場においてオーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限(以下「上限株

数」という。)とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合が

あります。野村證券株式会社がシンジケートカバー取引により取得した全ての株式は、借入れ株式の返

却に充当されます。 

なお、シンジケートカバー取引期間内において、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を

全く行わず、又は上限株数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 

更に、野村證券株式会社は、一般募集及びオーバーアロットメントによる売出しに伴って安定操作取引

を行うことがあり、かかる安定操作取引により買付けた当社普通株式の全部又は一部を借入れ株式の返

却に充当することがあります。 

上記のとおりシンジケートカバー取引及び安定操作取引により買付けて返却に充当された当社普通株式

以外の借入れ株式は、野村證券株式会社がグリーンシューオプションを行使することにより返却されま

す。 

２ 売出価額の総額は、一般募集に係る有価証券届出書提出時における店頭売買価格を基準として算出した

見込額であります。 

 

２ 【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】 

 

売出価格 
(円) 

申込期間 
申込 
単位 

申込 
証拠金
(円) 

申込 
受付場所 

引受人の住所及び 
氏名又は名称 

元引受契約
の内容 

未定 

(注)１ 

自 平成16年６月14日(月) 

至 平成16年６月16日(水) 

(注)１ 

１株
未定 

(注)１

野村證券株式会社

の本店及び全国各

支店 

― ― 

(注) １ 売出価格、申込期間及び申込証拠金については、前記「第１ 募集要項 ２ 株式募集の方法及び条件 

(2) 募集の条件」において決定される発行価格、申込期間及び申込証拠金とそれぞれ同一といたします。 

２ 申込みの方法は、申込期間内に申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。 

３ 申込証拠金には、利息をつけません。 

４ 株式の受渡期日は、平成16年６月22日(火)であります。なお、受渡期日は、前記「第１ 募集要項 ２ 

株式募集の方法及び条件 (2) 募集の条件」において決定される払込期日の翌営業日といたします。 

  株券は、株式会社証券保管振替機構に預託され、受渡期日から売買を行うことができます。 

株券の交付を希望する旨を事前に証券会社に通知された方には、受渡期日以降に証券会社を通じて株券

が交付されます。株式会社証券保管振替機構に株券を預託される方は名義書換を行う必要はありません。 
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第３ 【事業の概況等に関する特別記載事項】 

１ プリンタ業界への依存度について 

当社グループはネットワーク技術を利用したプリントサーバ及びネットワークソフトウエア並びに

マイクロコンピュータ応用産業機器及び指紋解析照合応用システムの製造販売を手がけております。

インターネットの普及を通じて企業等におけるネットワークインフラへの投資が急速に拡大し、オフ

ィス等でのプリンタ等の出力装置の共有化が進んだことを背景として、当社グループのプリントサー

バ等プリンタネットワーク関連売上高の連結売上高に占める割合は平成15年12月期において81.2％と

高い水準となっております。 

また、当社グループのプリントサーバ等は、各メーカの製造するプリンタごとのインタフェースに

対応して開発されたもののウエイトが高く、主な販売先(以下「顧客」という。)はプリンタメーカ各

社、複写機・複合機メーカ各社及びその販売会社となっております。このため、当社グループの業績

は企業等のネットワークインフラへの投資動向を背景とした顧客各社の方針及びネットワーク対応機

種の出荷動向に影響を受けて変動する可能性があります。 

 

 平成11年12月期 平成12年12月期 平成13年12月期 平成14年12月期 平成15年12月期

売上高(百万円) (注１) 3,550 3,144 3,753 3,896 4,642

プリンタネットワーク 
関連売上高(百万円) 

2,917 2,682 3,059 3,147 3,767

(構成比) 82.2％ 85.3％ 81.5％ 80.8％ 81.2％

(注) 平成11年12月期、平成12年12月期は単体の売上高、平成13年12月期、平成14年12月期及び平成15年12月期

は連結の売上高を記載しております。 

 

２ 研究開発について 

現在のネットワーク関連業界において技術革新は著しく、より顧客ニーズにマッチする製品を市場

に提供し、シェアの維持と拡大を行うためには、適切に研究開発テーマの選定を行い、積極的に経営

資源を投入することが必要不可欠であると当社グループは認識しております。 

今回の公募増資による調達資金及び平成15年９月の公募増資による調達資金190,000千円を合わせた

950,000千円について、研究開発投資資金として充当する予定です。 

対象となる研究開発のテーマは以下となります。 

① 次世代プラットフォーム(ASIC等)の開発(300,000千円) 

今後急速に普及が予測される無線LANや高速USBインタフェースなどに対応するためには、CPU性能

の向上、無線(RF)技術やUSB技術の取込みが必要不可欠となっており、当社の基礎技術が応用可能な

IP通信機器やインターネット関連機器の開発において、基本となる次世代のプラットフォームの開

発を目指し、開発完了時には業界最先端のプラットフォームであることを目標にしております。当

社では、ASICの開発に付随するデバイスドライバやLANコントローラの基礎技術の開発、新規プロト

コル及び無線技術を組込んだハードウエアを含めたプロトタイプの開発への投資を予定しておりま

す。また、本開発においては必要なリソースの購入及び他社との共同開発などを視野に入れており、

プロトタイプの完成を平成17年末までに予定し、平成17年末までの充当を予定しています。 
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② プリントサーバ関連製品の機能強化及び各メーカ仕様への対応(450,000千円) 

プリントサーバ関連製品の開発におきましては、新たな製品ジャンル構築の一部として、本年度

からプリントサーバ機能単独から新たにスキャナサーバ機能やストレージサーバ機能を加えたマル

チファンクションサーバを市場投入いたしました。今後はこれらマルチファンクションサーバ製品

のラインナップの強化及び外付けプリントサーバの低価格製品の投入を計画しております。また、

当社の主力製品であり積極的に市場開拓を行っている各プリンタメーカのインタフェース仕様に合

わせたベンダー対応プリントサーバ製品は今後とも積極的に投資を行い拡販を目指す所存です。平

成17年末までの充当を予定しています。 

 

③指紋照合解析装置の性能向上(200,000千円) 

バイオメトリクス市場での開発におきまして、当社では指紋照合解析装置の本格的な需要を喚起

するために、更なる品質と精度の向上が不可欠であると認識しており、100％認証のためのアルゴリ

ズムや指紋センサから取り込まれた画像を高度に処理するフィルタソフトウエアの性能向上及び最

適化を目指しております。また、次期セキュリティシステムの開発を目指しスウェーデンPricise 

Biometrics社から得た「Match-on-Card」のライセンス技術を応用するためには、ICカード上で単独

認証が可能なインテリジェントタイプの指紋照合解析装置の新たな開発が必要です。当社では今後

も含めバイオメトリクス関連製品の開発に積極的に投資を行う所存です。平成17年末までの充当を

予定しています。 

 

なお、上記の各分野における研究開発は、時間を短縮するために高い技術力を有する企業を買収

するなど、企業買収又は資本提携等によって代用する可能性があります。それが実現した場合には、

研究開発の資金の一部は、買収又は提携資金として使用することになります。 

 

当社グループとしましては、効率的かつ効果的な研究開発活動を継続することが肝要と認識して

おりますが、当社グループが選定した研究開発テーマに基づき研究開発した新規技術やそれを応用

した製品が普及しない場合は、先行投資した研究開発費の回収が困難となるなど、当社グループの

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、事業環境の変化等を要因として、さらに研究開発活動が必要となった場合は、研究開発費

が増大し収益に対する負担が増大する可能性があり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 
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３ ネットワークの基本技術の動向について 

現在ネットワークで利用されているOS(注１)の通信手順及びネットワークを構成する機器は

TCP/IP(注２)を基本としており、事実上の標準規格であります。TCP/IPやHTTP(注３)に準拠した当社

グループのネットワークソフトウエアは、インターネットで利用されている国際標準の仕様に基づき

開発を行っておりますが、当社グループの基本技術をさらに発展させるため次世代のネットワーク製

品に向けた拡張や先進のプロトコル(通信手順)の開発を積極的に行っております。 

しかし、今後、TCP/IPに代わるインターネットの基本技術が登場し、当社グループがその新技術へ

の対応が遅れた場合は、当社グループのネットワーク関連市場での競争力が低下し、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

 

(注) １ OS Operating System 

  コンピュータのメモリやディスクなどのハードウエアを始め、アプリケーションソフトウエアが共通し

て利用する機能を管理するなど、コンピュータを操作するために必要な機能をまとめた基本ソフトウエ

アのことです。 

２ TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol 

  インターネットやイントラネットで標準的に使われるプロトコルです。米国防総省が、有事の攻撃に備

え部分的に破壊されても全体が停止することのないコンピュータネットワークを開発する過程で生まれ

ました。UNIXに標準で実装されたため急速に普及し、現在世界で最も普及しています。HTTPやFTPなど

の基盤となるプロトコルです。 

３ HTTP HyperText Transfer Protocol 

  ウエブサーバとクライアント(ウェブブラウザなど)間でデータの送受信に使われるプロトコルです。

HTML文書や文書に関連付けられている画像、音声、動画などのファイルを、表現形式などの情報を含め

てやり取りできます。 

 

４ 主要顧客の開発内製化に伴う影響について 

当社グループの主要顧客はプリンタメーカ各社、複写機・複合機メーカ等であります。これら企業

の多くは、プリンタに付随するネットワーク部分については、技術力や製品の信頼性を満たす当社グ

ループのような専業者の製品を採用してまいりました。しかし、これら企業においては基本的にネッ

トワークソフトウエアの開発を行うことが可能な技術力を有していると考えられます。 

当社グループとしては専業者として信頼性の高いネットワークソフトウエアを提供し、かつスピー

ディな製品開発力で顧客の要求に応えるために、開発体制の最適化、先進技術の先取、開発技術者の

育成を行うと共に、顧客の開発競争力向上のため技術支援体制を強化する方針であります。しかしな

がら、今後、当社グループが顧客ニーズに対応できない場合は、顧客であるプリンタメーカ等が自ら

ネットワークソフトウエアの開発を行い、当社グループの競合先となることも想定され、この場合に

は当社グループの業績に重大な影響を与える可能性があります。 

 

５ 知的所有権について 

当社グループのネットワーク関連技術においては、標準化された公知の技術が多いものの、特許申

請する企業もあります。 

当社グループでは、第三者の知的所有権(特許権等)を侵害しないように社内のチェック機能を強化

しており、入念に調査を行っておりますが、当社グループが開発、販売する製品及びプログラムに関

し、当社グループが認識していない第三者の所有する知的所有権を侵害した場合は、当該知的所有権

の所有者から訴えを起こされ、侵害に対する損害賠償責任が発生する可能性があります。 

また、当社グループが知的所有権を保有する技術に対し、第三者から当該権利を侵害され、係争へ

発展した場合も含め当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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６ ストックオプションの付与について 

当社は、当社取締役、監査役、従業員及び連結子会社取締役に対して、経営の参画意識及び当社事

業に対する貢献意欲を高めることを期待して、ストックオプション等のインセンティブプランを導入

しております。提出日現在、新株予約権の付与によるストックオプションとして、取締役２名、監査

役３名、従業員177名及び連結子会社取締役１名に2,280株を付与しております。これは、提出日現在

の発行済株式総数29,550株の7.72％に相当しております。これらのストックオプション(新株予約権)

が行使された場合、当社の１株当たりの株式価値は希薄化する可能性があります。 

 

決議年月日 平成14年８月22日 平成15年３月28日 

付与対象者の区分及び人数 

①取締役 ２名
②監査役 ２名
③従業員 165名
④連結子会社取締役 １名
 

①監査役 １名
②従業員 12名
 
 
 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

株式の数 

①  360株

②  12株

③ 1,650株

④  180株
 

①   6株

②  72株

 

新株予約権の行使時の払込金額 55,000円
 

77,500円
 

新株予約権の行使期間 
平成16年９月１日から 
平成19年８月31日まで 

平成17年４月15日から 
平成20年４月14日まで 

新株予約権の行使の条件 (注１) (注２) 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注１) (注２) 

(注) １ 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成14年８月22日開催の

臨時株主総会及び平成14年８月22日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、監査役、従業員

及び連結子会社取締役との間で締結した「新株予約権付与契約」に定められております。 

２ 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項につきましては、平成15年３月28日開催の

定時株主総会及び平成15年３月28日開催の取締役会決議に基づき、当社と対象監査役及び従業員との間

で締結した「新株予約権付与契約」に定められております。 

３ 平成16年３月30日開催の第31回定時株主総会において、新たに350株を上限とする新株予約権の発行を

決議しております。 

  なお、詳細については、「第二部 企業情報 第４ 提出会社の状況 １ 株式等の状況 (7) ストック

オプション制度の内容」に記載しております。 
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７ ロックアップについて 

一般募集に関連して、当社は野村證券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対し、一般募集に

関する引受契約の調印日に始まり一般募集に係る受渡期日から起算して180日目に終了する期間(以下

「ロックアップ期間」という。)、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当

社株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得もしくは受領する権利を付与さ

れた有価証券の発行(ただし、一般募集、株式分割及びストックオプションによる新株式発行等を除

く。)等を行わない旨合意しております。 

主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき

解除できる権限を有しております。 

ロックアップの一部もしくは全部が解除された場合又はロックアップ期間経過後は、上記のような

当社による有価証券の発行等に関する制限がなくなります。このため、かかる行為が行われた場合に

は、当社株式の市場価格に影響が出る可能性があります。 
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第二部 【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27期 第28期 第29期 第30期 第31期 

決算年月 平成11年12月 平成12年12月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月

(1) 連結経営指標等   

売上高 (千円) ― ― 3,753,242 3,896,822 4,642,765

経常利益 (千円) ― ― 237,401 313,763 411,079

当期純利益 (千円) ― ― 129,354 170,370 214,471

純資産額 (千円) ― ― 1,544,147 1,710,824 2,441,222

総資産額 (千円) ― ― 3,384,972 3,461,910 3,864,194

１株当たり純資産額 (円) ― ― 4,313.26 4,592.81 244,591.14

１株当たり当期純利益 (円) ― ― 361.32 469.84 21,591.66

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― 19,407.69

自己資本比率 (％) ― ― 45.6 49.4 63.2

自己資本利益率 (％) ― ― 8.7 10.5 10.3

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 34.0

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △151,440 421,151 △301,284

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― △253,950 △90,907 △4,448

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(千円) ― ― 248,822 △233,436 329,923

現金及び現金同等物の 
期末残高 

(千円) ― ― 476,538 567,721 588,736

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
―

(―)

―

(―)

160

(27)

162 

(28)

173

(23)

(2) 提出会社の経営指標等  

売上高 (千円) 3,550,509 3,144,879 3,754,553 3,899,403 4,628,965

経常利益 (千円) 228,896 231,376 233,297 319,025 412,913

当期純利益 (千円) 104,506 68,418 125,349 175,239 214,782

資本金 (千円) 400,000 620,000 620,000 643,925 883,675

発行済株式総数 (株) 270,000 358,000 358,000 372,500 9,850

純資産額 (千円) 989,811 1,449,230 1,546,457 1,723,256 2,458,724

総資産額 (千円) 2,888,953 3,292,459 3,397,169 3,491,649 3,905,013

１株当たり純資産額 (円) 3,665.97 4,048.13 4,319.71 4,626.19 246,368.00

１株当たり配当額 
(内、１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

100.00

(―)

50.00

(―)

85.00

(―)

120.00 

(―)

6,500.00

(―)

１株当たり当期純利益 (円) 387.06 208.17 350.13 483.27 21,628.53

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) ― ― ― ― 19,440.83

自己資本比率 (％) 34.3 44.0 45.5 49.4 63.0

自己資本利益率 (％) 11.1 5.6 8.4 10.7 10.3

株価収益率 (倍) ― ― ― ― 34.0

配当性向 (％) 25.8 24.0 24.3 24.8 30.1

従業員数 
(ほか、平均臨時 
雇用者数) 

(名) 
139

(16)

145

(17)

153

(27)

149 

(28)

155

(23)

(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 
２ 当社は第29期より連結財務諸表を作成しております。 
３ 平成12年５月１日付けをもって有償第三者割当88,000株の増資を実施、また、平成14年９月７日付けを

もって有償第三者割当14,500株の増資を実施しております。 
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４ 第27期の１株当たり配当額には特別配当50円を、第31期の１株当たり配当額には創立30周年及び上場記
念配当1,000円をそれぞれ含んでおります。 

５ 第27期、第28期、第29期及び第30期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株引受権付
社債の発行に伴う新株引受権残高が、また第30期はストック・オプション制度導入による新株予約権残
高がありますが、当社株式は、非上場・非登録であり、期中平均株価が把握できないため記載しており
ません。 

６ 第27期、第28期、第29期及び第30期の株価収益率については、当社株式は非上場・非登録であるため記
載しておりません。 

７ 従業員数は、就業人員数を記載しております。なお、従業員数欄の(外書)は臨時従業員の年間平均雇用
人員であります。 

８ 当社は、証券取引法第193条の2の規定に基づき、第29期、第30期及び第31期の連結財務諸表及び財務諸
表については中央青山監査法人の監査を受けておりますが、第27期及び第28期については監査を受けて
おりません。 

９ 第31期から「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成14年９月25日 企
業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 
平成14年９月25日 企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。 

10 平成15年５月１日付けをもって普通株式50株を１株への併合を行っております。 
11 平成15年６月５日付けをもって新株引受権付社債の新株引受権が全額行使されたことにより発行済株式

総数は1,000株増加し、8,450株となっております。また同新株引受権の行使により資本金は61,250千円
増加し、705,175千円となっております。 

12 平成15年９月12日付けをもって公募増資を行ったことにより発行済株式総数は1,400株増加し、9,850株
となっております。また公募増資により資本金は178,500千円増加し、883,675千円となっております。 
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２ 【沿革】 

昭和48年９月 業種別基幹系ソフトウエアの開発及び汎用コンピュータACOSによる卸小売業向情報

処理サービスを提供することを目的として、東大阪市小阪本町にタスサービス株式

会社を資本金200万円で設立 

昭和52年６月 コンピュータ開発事業(現情報機器事業)の開始 

昭和56年２月 日本コンピュータ工業株式会社に社名変更 

昭和59年３月 開発から試作、量産までを一貫して行うテクニカルセンター(高井田工場)が完成 

昭和59年11月 関東地区の販売代理店であったタスデック株式会社の営業権を譲り受け、当社東京

支社として開設 

昭和60年１月 株式会社日本システムウェアを吸収合併し、情報処理サービス事業を拡張 

昭和62年２月 当社の開発、製造業務以外の周辺業務を手掛ける会社としてジェイ・シー・アイ・

サービス株式会社を設立 

昭和62年７月 HP-GL、PCPR201対応レーザプロッタ「LP4123」をリリース、プリンタ開発事業を開

始 

平成２年４月 UNIX対応外付型プリントサーバ１号機を開発 

平成３年４月 本社事務所を東大阪市小阪本町(現所在地)に移転 

平成３年５月 UNIX対応外付型プリントサーバ「JC-CONNECT 101」を開発、ネットワーク周辺機器

事業開始 

平成５年６月 キヤノン製レーザプリンタ専用内蔵型プリントサーバを開発 

平成５年８月 内蔵型プリントサーバを国内プリンタメーカへOEM供給開始 

平成５年12月 情報処理サービス事業より撤退 

平成７年１月 米国サンノゼオフィスを開設 

平成10年10月 ISO9002認証取得 

平成11年５月 英国ロンドンオフィスを開設 

平成11年６月 中国北京オフィスを開設 

平成12年１月 指紋認証によるバイオメトリクス事業開始 

平成12年５月 ロンドンオフィスをドイツに移転し、ヨーロッパ現地法人 Japan Computer 

Industry Europe GmbH(現連結子会社)を設立 

平成12年６月 中国北京オフィスを現地法人化し、中国現地法人 北京捷希凱網絡技術有限公司(現

連結子会社)を設立 

平成13年12月 組込み型プリントサーバ(ネットワークソフトウエア)のOEM提供開始 

平成14年１月 ISO9001/2000認証取得 

平成14年３月 米国サンノゼオフィスを現地法人化し、ソルトレイクシティに米国現地法人 silex 

technology america, Inc.(現連結子会社)を設立 

平成14年４月 サイレックス・テクノロジー株式会社(silex technology, Inc.)へ社名変更、同時

にヨーロッパ現地法人をsilex technology europe GmbH、中国現地法人の北京捷希

凱網絡技術有限公司の英文社名をsilex technology beijing, Inc.へ変更、米国法

人と合わせ海外現地法人の社名をsilexグループとして統一 

平成14年６月 当社の所有するジェイ・シー・アイ・サービス株式会社の全株式を第三者へ売却、

当社の取締役兼務を解消し非子会社化する 

平成15年９月 ＪＡＳＤＡＱ市場に上場 
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３ 【事業の内容】 

当社グループは、当社(サイレックス・テクノロジー株式会社)及び連結子会社３社により構成され

ております。 

当社グループは、プリントサーバ(注１)を代表としたネットワーク技術を応用した周辺機器の開発

を手掛けるペリフェラルプロダクツ事業および出力装置を中心としたマイクロコンピュータ技術を応

用した産業機器及び指紋解析照合技術を応用したシステムの開発を手掛ける情報機器事業を行ってお

ります。 

 

(1) ペリフェラルプロダクツ事業部門 

当社は、異なるメーカのコンピュータやプリンタが存在するオフィスなどのネットワーク環境に

おいて、プリンタを共有するために無くてはならないツールである「プリントサーバ」を開発して

おります。当社のプリントサーバは、TCP/IP(注２)、IPX/SPX(注３)、AppleTalk(注４)、

NetBEUI(注５)等の通信プロトコル(注６)を搭載しており、プリンタメーカ各社の拡張インタフェー

ス(注７)に合わせた内蔵型プリントサーバは、多くのプリンタメーカや複写機・複合機メーカに採

用されております。外付型プリントサーバはメーカを問わず多くのプリンタに対応し、PRICOMプリ

ントサーバシリーズとして、代理店を中心に販売しております。 

また、当社のネットワーク技術はプリンタに移植することが可能であり、組込み型のネットワー

クソフトウエアとしても提供しております。 

連結子会社であるドイツ現地法人のsilex technology europe GmbH、中国現地法人の北京捷希凱

網絡技術有限公司(silex technology beijing, Inc.)及び米国現地法人のsilex technology 

america,Inc.は、各地域におけるペリフェラルプロダクツ事業製品の販売及び技術サポートを行う

会社として設立し活動しております。 

 

(2) 情報機器事業部門 

当社は、高度情報技術社会で実現される電子政府、電子商取引システム等で必要条件とされる個

人認証に、バイオメトリクス認証(注８)をベースとした「指紋解析照合技術」を採用した製品を開

発し提供しております。主力製品である指紋認証システムは、指紋解析・照合技術を社内リソース

として整備し、自社において、認証アルゴリズム、アプリケーションサポートソフトウエア、指紋

入力装置をそれぞれ開発し、顧客システムに最適の形態で適用できるように整備しております。 

また、当社では、マイクロコンピュータが普及しはじめた1970年代後半から、出力装置を中心と

した産業機器制御分野を中心にハードウエア、ソフトウエアはもとより、システムのインテグレー

ションを必要とする製品の開発業務を手掛けております。 

 

各部門の主要製品等は以下のとおりであります。 
 

事業部門 区分 主要製品等 

ペリフェラルプロダクツ事業 内蔵型プリントサーバ イーサネット(注９)対応プリントサーバ 

無線LAN対応プリントサーバ 

 外付型プリントサーバ イーサネット対応プリントサーバ 

USB(注10)対応プリントサーバ 

アプライアンスサーバ(注11) 

無線LAN対応プリントサーバ 

 組込み型プリントサーバ

(ネットワークソフトウ

エア) 

各種汎用OSに対応したTCP/IP、IPX/SPX、AppleTalk、

NetBEUIなどのプロトコルスタック及びネットワークド

ライバ 

 特注プリントサーバ 顧客仕様によるプリントサーバソフトウエア、ハード

ウエアなどの製品 
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事業部門 区分 主要製品等 

情報機器事業 指紋認証装置 PCカードタイプ指紋認証センサ 

ICカードリーダ付き指紋認証センサ 

USB対応組込み型指紋認証センサモジュール 

指紋認証ログオンソフトウエア 

装置組込みのための指紋認証ソフトウエア開発キット

(SDK) 

 オプションパネル装置 ファックス・コピー装置 

ファックス・コピー・スキャナ・プリンタ装置 

 特注機器 プリンタコントローラ 

船舶データターミナル 

その他顧客仕様によるソフトウエア、ハードウエアな

どの特注機器 

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 (＊)は連結子会社です。

 

 

 

(注) １ プリントサーバ 

  LAN上に置かれたプリンタに接続し、複数のコンピュータでプリンタを共有し、ネットワークを経由し

て印刷できるようにするコンピュータ。ファイルサーバと同様に企業内LANでは基本的な装置。 

  プリントサーバはコンピュータからの印刷要求を受け、プリンタに順次印刷を行う。コンピュータはプ

リントサーバに印刷データを送信した時点で印刷処理から開放され、印刷処理に掛かる負担を軽減する

ことができるため、一時保存のための大容量メモリを内蔵したプリントサーバもある。 

２ TCP/IP  Transmission Control Protocol/Internet Protocol   

  インターネットやイントラネットで標準的に使われるプロトコル。米国防総省が、有事の攻撃に備え部

分的に破壊されても全体が停止することのないコンピュータネットワークを開発する過程で生まれた。

UNIXに標準で実装されたため急速に普及し、現在世界で最も普及している。 

３ IPX/SPX  Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange 

  初期のPCネットワークで普及した米Novell社のNetWareの基本ネットワークプロトコルで現在でも米国

では一定のシェアがある。IPX及びSPXは、米Xerox社が開発したネットワークOSのXNS(Xerox Network 

System)で使用されていたネットワークアーキテクチャを基本に設計されている。 
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４ AppleTalk 

  米Apple社が1985年に発表し、同社のマッキントッシュに搭載されたネットワークプロトコル。アップ

ル社はLocalTalkと呼ばれるシリアルネットワークをマッキントッシュに組込んでいたが、この機能を

イーサネットやTokenRingでも利用できるように拡張したものをEtherTalkとも呼ぶ。 

５ NetBEUI  NetBIOS Extended User Interface 

  米IBM社のLAN Managerで採用された、NetBIOSインタフェースを拡張したネットワークプロトコル。米

Microsoft社のWindowsネットワークで採用されている標準的プロトコルのひとつ。米IBM社と米

Microsoft社、米3Com社がLAN Managerを開発するにあたり拡張したものでイーサネットやTokenRingで

利用される。 

６ 通信プロトコル 

  データ通信を行うために、あらかじめ定めておく規約。通信規約。通信手順。 

７ 拡張インタフェース 

  プリンタが外部のコンピュータから印刷要求などを受けるために準備したハードウエアとソフトウエア

の規格。プリンタはそれぞれメーカ独自に開発した外部のインタフェース装置を接続するためのスロッ

トがあり、通常はプリンタの内部のコネクタに接続して利用するため、拡張スロットとも言われる。プ

リントサーバを代表とするインタフェース装置はその仕様に合わせてインターフェースボードを開発し

なければならない。 

８ バイオメトリクス認証 

  身体的な特徴や、身体的な特性など、個人に固有の情報を利用して、本人の確認を行う認証方式。 

  身体的な特徴として使われるものには、指紋、掌紋、手形、手の甲の静脈、虹彩、顔、音声などが代表

的で、身体的な特性としては、筆跡や打鍵などがある。これらの特徴や特性は、長期間にわたって変化

しにくく、類似する特徴・特性を持つ第三者が皆無か、きわめて少ないため、幅広く利用されている暗

証番号やパスワードに比べ、原理的に「なりすまし」しにくい。 

９ イーサネット  Ethernet 

  1976年に米Xerox社のパロアルト研究所で開発されたネットワークでコンピュータを接続するための規

格。1980年に米DEC社、米Intel社、米Xerox社によりEthernet V1.0仕様が策定され、DIX規格とも呼ば

れた。この規格を元にIEEEが802.3規格として標準化した。IEEEとは別に、1982年にはEthernet 

V2.0(Ethernet II)として通信速度10Mbpsの仕様が策定され、有線LANではIEEE 802.3とEthernet V2.0

が利用されていたが、最近は100BASE-TXなどの通信速度100MbpsのFast Ethernetの普及が進んでおり、

1Gbpsの通信を可能にするGigabit Ethernetも登場し始めた。 

10 USB  Universal Serial Bus 

  キーボード、マウス、プリンタなどコンピュータ周辺機器を接続するためのシリアルインタフェースの

新しい規格。電源を切らずに接続の抜き差しができるなどの特徴を持ち、周辺機器を接続するための規

格として統一されてきた。平成11年10月に発表されたUSB2.0は、従来のUSB1.0と互換性を保ち、最大転

送速度は480Mbpsで、安定して高速にデータ転送できることから、デジタルビデオ機器への対応も期待

されている。 

11 アプライアンスサーバ 

  特定の機能だけに特化したコンピュータ。ウェブサーバ、メールサーバ、プリントサーバなど単機能又

は少数の機能で低価格を実現するものが多い。 
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４ 【関係会社の状況】 

 

名称 住所 
資本金又は 
出資金 

主要な事業
の内容 

議決権の 
所有(被所有) 
割合(％) 

関係内容 

(連結子会社)     

silex technology  
europe GmbH 

ドイツ 
デュッセルドルフ 

250,000ユーロ
ペリフェラ
ルプロダク
ツ事業 

100 
役員兼任１名 
欧州における当社製品
の販売及びサポート 

北京捷希凱網絡技術 
有限公司 

中国 
北京 

200,000米ドル
ペリフェラ
ルプロダク
ツ事業 

100 
役員兼任１名 
中国における当社製品
の販売及びサポート 

silex technology  
america, Inc. 

米国 
ソルトレイクシティ

400,000米ドル
ペリフェラ
ルプロダク
ツ事業 

100 
役員兼任２名 
米国における当社製品
の販売及びサポート 

(注) 主要な事業の内容欄には、事業の部門の名称を記載しております。 

 

５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

当社グループ(当社及び連結子会社)は単一セグメントに該当するため、従業員数は一括して記載

しております。 

(平成16年３月31日現在) 

従業員数(名) 172(23) 

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の(外書)は、最近一年間の平均臨時雇用社員の人数であります。 

 

(2) 提出会社の状況 

(平成16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(円) 

154(23) 33.6 9.1 5,058,202

(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

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 従業員欄の(外書)は、最近一年間の平均臨時雇用社員の人数であります。 

 

(3) 労働組合の状況 

当社及び連結子会社には労働組合は結成されていませんが、労使関係は円満に推移しております。 
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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績(自 平成15年１月１日 至 平成15年12月31日) 

当連結会計年度におけるわが国経済は、イラク戦争や新型肺炎SARSの影響による不透明感から個

人消費はほぼ横ばいにとどまりましたが、米国経済の回復に伴う輸出の増加やＩＴ関連設備投資の

増加などによる景況感の改善を受けての株価上昇などに景気回復基調の動きが見られました。 

当社グループの主力である「ネットワーク対応プリントサーバ」ビジネスの基盤となるプリンタ

業界におきましては、レーザープリンタやインクジェットプリンタの市場はやや飽和感がでてきた

ものの、それらのネットワーク装着率は着実に上昇し、また、いわゆるMFP（複合機）関連の市場が

新たに成長を続け、当社の売上の伸びに少なからず影響を与えてきました。 

プリントサーバを中心とするペリフェラルプロダクツ事業部門では、内蔵型プリントサーバのOEM

供給を中心に、silexブランド外付型プリントサーバ、ネットワークソフトウエアのライセンス供給

など全てのカテゴリーで売上・販売台数ともに前年および計画を上回りました。また国内の多くの

プリンタメーカからより高い信頼関係を築くため、業界最先端の技術や製品の開発・提案を積極的

に進め、OEM製品やソフトウエアの販売を着実に伸ばしてまいりました。さらにsilexブランド外付

型プリントサーバも主力のPRICOM3100および前年発売のUSBプリントサーバの拡販が寄与し前年実績

を上回る台数を販売いたしました。当連結会計年度の新製品といたしましては、当社グループ初め

てのヒューレット・パッカード社専用内蔵型プリントサーバPRICOM H－260Uを、また無線LAN対応

のPRICOM C－6400W、USB対応PRICOM R－9100Uを発売いたしました。以上の結果、当連結会計年度

のペリフェラルプロダクツ事業部門の売上高は37億67百万円（前期比19.7％増）となりました。 

情報機器事業部門では、新事業の「指紋認証装置」におきましては、市場が依然立ち上がらない

状態が続く中で当社グループビジネスの受注件数・引合い件数は着実に増加し、成長市場形成に向

け前進しております。また当連結会計年度は市場成長期を睨み、欧米のバイオメトリクス認証企業

と積極的な提携を進め、当社グループの商品力の強化ならびに差別化に力を注いでまいりました。

当連結会計年度の新製品といたしましては、指紋認証によるWindowsログオンソフトウエアDIGITUS

－Logon、USBインタフェース指紋センサFUS－200、大日本印刷との技術提携による指紋センサ搭載

UIM専用リードライタCOMBO－Miniを発売してまいりました。さらに既存の特機ビジネスの寄与もあ

り、当連結会計年度の情報機器事業部門の売上高は８億75百万円（前期比16.7％増）となりました。 

さらに生産部門におきましても、生産性、コストダウン、短納期対応、在庫低減などにおいてよ

り高いレベルに挑戦し、それぞれの目標を達成いたしました。 

これらの活動の結果、当連結会計年度の売上高は46億42百万円と前期比19.1％の増収となりまし

た。 

利益面では、営業利益で４億41百万円と前期比33.8％の増益となり、経常利益は４億11百万円と

前期比31.0％の増益となりました。また、当期純利益は２億14百万円で前期比25.9％の増益となり

ました。 
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 (2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度に比べ21百万円増加し、５億88

百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは△３億１百万円となり、前連結会計年度に比べ７億22百万

円減少しております。これは主に、売上増加に伴う売上債権、未収入金の増加及び支払条件改定に

伴う仕入債務の減少によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは△４百万円となり、前連結会計年度に比べ86百万円増加し

ております。これは主に、役員退任に伴う役員保険の解約による収入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) 

財務活動によるキャッシュ・フローは３億29百万円となり、前連結会計年度に比べ５億63百万円

増加しております。これは主に、株式の発行による収入によるものであります。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 区分 

金額(千円) 前年同期比(％) 

ペリフェラルプロダクツ事業部門 3,685,098 114.6

情報機器事業部門 870,380 113.9

合計 4,555,478 114.5

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注状況 

当連結会計年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 区分 

受注高(千円) 前年同期比(％) 受注残高(千円) 前年同期比(％)

ペリフェラルプロダクツ 
事業部門 

2,800,195 98.8 930,671 116.5

情報機器事業部門 758,587 130.0 199,332 137.8

合計 3,558,782 104.1 1,130,003 119.7

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ ペリフェラルプロダクツ事業部門のうち、主として外付けプリントサーバは見込み生産を行っておりま

す。 

３ 情報機器事業部門のうち、主として指紋認証装置は見込み生産を行っております。 
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(3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 区分 

金額(千円) 前年同期比(％) 

ペリフェラルプロダクツ事業部門 3,767,438 119.7

情報機器事業部門 875,327 116.7

合計 4,642,765 119.1

(注) １ 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 最近２連結会計年度の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 

 

前連結会計年度 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 相手先 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

京セラミタ株式会社 230,380 5.9 1,237,091 26.6

シャープ株式会社 387,947 9.9 590,716 12.7

キヤノン販売株式会社 422,764 10.8 401,204 8.6

京セラ株式会社 589,158 15.1 ― ―

３ 京セラ株式会社プリンタ事業部は、平成14年４月１日をもって京セラミタ株式会社に統合されておりま

す。 
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３ 【対処すべき課題】 

(1) 研究開発 

多様化し高度化するネットワーク環境の対応としてUSBや無線LANなどのネットワーク媒体の高速

化や機能の向上またネットワーク上で利用される新たなセキュリテイ技術等の基礎研究開発を行い、

いち早く当社製品に展開できるよう研究開発体制の強化を行ってまいります。当社グループの主力

事業はプリンタ業界の影響を受けながら成長してまいりましたが、一方で情報ネットワークのイン

フラが整備され、当社の基幹技術であるネットワーク技術を応用できるIP通信機器やインターネッ

ト関連機器の市場は確実に増えており、この新市場に向けた新技術の開発に取り組む必要があると

考えております。また、当社グループネットワーク技術の水平展開も当面の課題であり、この分野

にも積極的に経営資源を投入し、多様化する通信媒体やネットワーク環境に対応する新たな製品の

開発を行ってまいります。 

(2) 海外市場の開拓 

今後の当社グループの成長戦略の重要な要素として、海外市場への事業展開を挙げております。

ヨーロッパ（デュッセルドルフ）、中国（北京）、米国（ソルトレイクシティ）の現地法人におい

て、それぞれの地域の状況に沿った製品やマーケティングそして組織体制の整理・充実を図り、事

業計画を明確にしその実現にエネルギーを注いでまいります。 

(3) 指紋認証装置における優位性の確保 

指紋解析照合技術を応用した個人認証装置は、市場自体が立ち上がり途上であり、今後一層の市

場形成と需要の掘り起こしが要求されております。当社グループといたしましては、これまでの納

入実績を活かし、開発・設計から製造まで一貫したきめ細かいサポートやサービスを提供し、より

一層ハード・ソフト・サービスの差別化を図り、拡販にドライブをかけてまいります。 
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４ 【経営上の重要な契約等】 

該当事項はありません。 

 

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、LAN、インターネット関連技術及びネットワークセキュリティ技術に関する研究開

発活動を行っております。当連結会計年度の研究開発費の総額は、217,564千円であります。 

 

(1) 研究開発活動の概要 

当社グループの研究開発方針および特徴は以下のとおりであります。 

ａ LANおよびインターネットに関する技術開発、研究開発に積極的に投資し、顧客への対応力を

高める。 

ｂ 顧客へいち早く提案できる新技術を保有し、顧客製品に当社の技術を組込むことに重点を置く。 

ｃ 当社の提供する技術は可能な限りブラックボックスがないことを前提とし、製品開発の過程を

すべて自社で対応できる能力を実現する。そのために必要な新技術等については積極的に投資

をし、社内で完全な開発技術の習得及び対応力を取得することを目指す。 

 

(2) 研究開発活動の成果 

平成15年12月期における研究開発活動の成果 

ａ USB対応内蔵型プリントサーバ 

米Hewlett-Packard社（以下：HP）向けUSB対応内蔵型プリントサーバ「PRICOM H-260U」を平

成15年3月に発売いたしました。米国を中心に海外市場で圧倒的シェアを持つHP社製プリンタ向

け製品として、今後の海外展開の先鞭を切る製品です。 

ｂ USB対応無線LANプリントサーバ 

キヤノン㈱製のインクジェットプリンタ、マルチファンクションプリンタ、CAPTプリンタの

USBインタフェースに対応した無線LANプリントサーバ「PRICOM C-6400W」を平成15年4月に発売

いたしました。キヤノン社製プリンタのインタフェース仕様に準拠し、無線LAN経由で印刷や印

刷状態の監視を行うことができます。 

ｃ 指紋認証ログオンソフトウエア 

DIGITUSシリーズの指紋センサに対応したWindowsログオンセキュリティソフトウエア

「DIGITUS-Logon」を平成15年3月に発売いたしました。ユーザ名やパスワードを入力する代わり

に、指紋認証により正確に素早くWindowsにログオンできます。 

ｄ 指紋センサ搭載 UIM(注１)専用リーダライタ 

指紋センサを搭載したUIM専用リーダライタ「COMBO-Mini」を平成15年9月に開発いたしました。

大日本印刷株式会社が開発した指紋認証機能付ICカードをUIM形状に加工したものを、当リーダ

ライタに装着することで、PKI(注２)とバイオメトリクスを組み合わせた携帯型認証ツールとな

ります。 
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ｅ 無線LANプリントサーバおよび10BASE-T/100BASE-TX対応プリントサーバ 

㈱リコー製GELJETプリンタ専用の10BASE-T/100BASE-TX対応プリントサーバ「PRICOM R-

9100U」およびIEEE802.11b対応無線プリントサーバ「PRICOM R-9400W」を平成15年11月に開発い

たしました。リコー社製GELJETプリンタのUSBインタフェースに装着し、有線または無線LAN経由

で印刷や印刷状態の監視を行うことができます。 

(注)１ UIM Universal Identity Module 

15×25×0.8mmの小型ICカード。GSM／3GPPで規格されている。個人を識別する情報が記録され、携

帯電話等に内蔵されている。USIM（Universal Subscriber Identity Module）とも言う。 

(注)２ PKI Public Key Infrastructure 

公開鍵暗号基盤 
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第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当連結会計年度においては、製品の鉛フリー化に対応する設備、新製品生産のための金型・治工具

代等購入に関して、総額80,526千円の設備投資を行いました。 

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。 

 

２ 【主要な設備の状況】 

当社グループにおける主要な設備は次のとおりであります。 

(1) 提出会社 

平成15年12月31日現在 

帳簿価額(千円) 
事業所名 
(所在地) 

事業部門の 
名称 

設備の内容 
建物 

及び構築物
機械装置

及び運搬具
工具器具
及び備品

土地 
(面積㎡) 

合計 

従業員数
(名) 

テクニカル 
センター 
(大阪府東大阪
市) 

ペリフェラ
ルプロダク
ツ事業・情
報機器事業 

生産設備 63,353 60,472 55,385
277,054 
(88,685) 

456,265 
48 

(23) 

大阪本社 
(大阪府東大阪
市) 

ペリフェラ
ルプロダク
ツ事業・情
報機器事業 

管理設備 
開発設備 

8,043 4,685 14,304
― 

(―) 
27,033 

78 
(―) 

東京支社 
(東京都港区) 

ペリフェラ
ルプロダク
ツ事業・情
報機器事業 

販売設備 
開発設備 

2,026 ― 1,118
― 

(―) 
3,145 

29 
(―) 

(注) １ 大阪本社及び東京支社の建物は賃借中のものであり、帳簿価額は附属設備に係るものであります。 

  また、大阪本社及び東京支社建物の年間賃借料は71,997千円であります。 

２ 従業員数の(  )は、平均臨時従業員数を外書しております。 

３ 主な賃借設備は次のとおりであります。 

 

名称 
事業所名 
(所在地) 

数量
リース期間

(年) 
年間リース料

(千円) 
備考 

電子計算機 
及び周辺機器 

全社 一式 ５～６ 2,734 所有権移転外ファイナンスリース

４ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 在外子会社 

金額等が僅少であるため記載しておりません。 
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３ 【設備の新設、除却等の計画】(平成16年３月31日現在) 

 (1) 重要な設備の新設等 

該当事項はありません。 

 

(2) 重要な設備の除却等 

該当事項はありません。 
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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 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 29,800

計 29,800

(注) 平成15年12月４日開催の取締役会決議により、平成16年２月20日付で１株を３株に株式分割いたしました。

これにより会社が発行する株式の総数は59,600株増加し、89,400株となっております。 

 

② 【発行済株式】 

 

種類 発行数(株) 
上場証券取引所名又 
は登録証券業協会名 

普通株式 29,550 日本証券業協会 

計 29,550 ― 

(注) 発行済株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

 

(2) 【新株予約権等の状況】 

商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権 

(平成14年８月22日 臨時株主総会 特別決議) 

 

 
最近事業年度末現在 
(平成15年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成16年４月30日) 

新株予約権の数(個)(注１) 367 367 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注１) 734 2,202 

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注２) 165,000 55,000 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年９月１日 
至 平成19年８月31日 

自 平成16年９月１日 
至 平成19年８月31日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)(注２) 

発行価格 165,000
資本組入額 82,500
 

発行価格 55,000
資本組入額 27,500
 

新株予約権の行使の条件 (注３) (注３) 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注３) (注３) 
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(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は２株であります。なお、平成15年12月４日開催の取締役会決

議により、平成16年２月20日付をもって１株を３株に分割しております。これにより新株予約権１個に

つき目的となる株式数は６株に調整されております。 

２ 平成15年12月４日開催の取締役会決議により、平成16年２月20日付をもって１株を３株に分割しており

ます。これにより新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の権利行使により発行する株式の発行

価格は165,000円から55,000円に、資本組入額は82,500円から27,500円にそれぞれ調整されております。 

３ 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(７)ストックオプション制

度の内容」に記載しております。 

 

(平成15年３月22日 臨時株主総会 特別決議) 

 

 
最近事業年度末現在 
(平成15年12月31日) 

提出日の前月末現在 
(平成16年４月30日) 

新株予約権の数(個)(注１) 13 13 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数(株)(注１) 26 78 

新株予約権の行使時の払込金額(円)(注２) 232,500 77,500 

新株予約権の行使期間 
自 平成17年４月15日 
至 平成20年４月14日 

自 平成17年４月15日 
至 平成20年４月14日 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)(注２) 

発行価格 232,500
資本組入額 116,250
 

発行価格 77,500
資本組入額 38,750
 

新株予約権の行使の条件 (注３) (注３) 

新株予約権の譲渡に関する事項 (注３) (注３) 

(注) １ 新株予約権１個につき目的となる株式数は２株であります。なお、平成15年12月４日開催の取締役会決

議により、平成16年２月20日付をもって１株を３株に分割しております。これにより新株予約権１個に

つき目的となる株式数は６株に調整されております。 

２ 平成15年12月４日開催の取締役会決議により、平成16年２月20日付をもって１株を３株に分割しており

ます。これにより新株予約権の行使時の払込金額及び新株予約権の権利行使により発行する株式の発行

価格は232,500円から77,500円に、資本組入額は116,250円から38,750円にそれぞれ調整されております。 

３ 新株予約権の行使の条件及び新株予約権の譲渡に関する事項については、「(７)ストックオプション制

度の内容」に記載しております。 
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(3) 【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12年５月１日 
(注)１ 

88,000 358,000 220,000 620,000 220,000 570,000

平成14年９月７日 
(注)２ 

14,500 372,500 23,925 643,925 23,925 593,925

平成15年５月１日 
(注)３ 

△365,050 7,450 ― 643,925 ― 593,925

平成15年６月５日 
(注)４ 

1,000 8,450 61,250 705,175 62,475 656,400

平成15年９月12日 
(注)５ 

1,400 9,850 178,500 883,675 279,650 936,050

平成16年２月20日 
(注)６ 

19,700 29,550 ― 883,675 ― 936,050

(注) １ 有償第三者割当 発行価格 5,000円 資本組入額 2,500円 

  割当先  ジャフコ・エル弐号投資事業有限責任組合、ジャフコ・ジー８(エー)号投資事業組合、ジャ

フコ・ジー８(ビー)号投資事業組合、ジャフコ・ジーシー１号投資事業組合、日本アジア投

資㈱、  ＪＡＩＣ－ジャパン２(エー)号投資事業組合、ＪＡＩＣ－ジャパン２(ビー)号投

資事業組合、 東京生命－ＪＡＩＣ２号投資事業組合、三井海上Ｃ５号投資事業組合、さく

らキャピタル第一号 投資事業組合、大和銀企業投資㈱、投資事業組合オリックス４号、ダ

イヤモンドキャピタル㈱、 ＮＶＣＣ関西１号投資事業組合、さくらキャピタル㈱ 

２ 有償第三者割当 発行価格 3,300円 資本組入額 1,650円 

  割当先  サイレックス・テクノロジー社員持株会、岡野喜男、鈴木祐二、デビット・スミス 

３ 株式併合(50：１) 

４ 第２回無担保新株引受権付社債の権利行使 1,000株 

  発行価額 122,500円 資本組入額 61,250円 

５ 株式公開に伴う有償一般募集(ブックビルディング方式)による新株発行 

  発行価格  350,000円 

  引受価格  327,250円 

  発行価額  255,000円 

  資本組入額 127,500円 

６ 平成15年12月４日開催の取締役会決議により、平成16年２月20日付をもって１株を３株に分割しており

ます。 

 

(4) 【所有者別状況】 

平成15年12月31日現在 

株式の状況 

区分 政府及び 
地方公共 

団体 
金融機関 証券会社

その他の
法人 

外国 
法人等

外国法人
等のうち
個人 

個人 
その他 

計 

端株の状況
(株) 

株主数 
(人) 

― ３ ― 27 ５ ２ 2,063 2,098 ―

所有株式数 
(株) 

― 50 ― 733 73 22 8,988 9,844 ６

所有株式数 
の割合(％) 

― 0.51 ― 7.45 0.74 0.22 91.30 100.00 ―
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(5) 【大株主の状況】 

平成15年12月31日現在 

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(％)

寺西 太一 大阪府東大阪市上石切町１－２－34 955 9.70

河野 剛士 奈良県奈良市北登美ケ丘２－６－23 950 9.64

福西  裕 大阪府東大阪市永和３－16－24 700 7.11

樋口  盟 奈良県奈良市学園朝日元町１－1891－25 580 5.89

サイレックス・テクノロジー 
社員持株会 

大阪府東大阪市小阪本町１－６－20 552 5.60

真鍋 光明 兵庫県西宮市新甲陽町15－12－303 350 3.55

グローリー工業株式会社 兵庫県姫路市下手野１－３－１ 200 2.03

株式会社モトックス 大阪府東大阪市小阪本町１－９－10 160 1.62

平岡  篤 奈良県生駒市壱分町607－８ 160 1.62

ジャフコ・エル弐号投資事業 
有限責任組合 

東京都千代田区丸の内１－８－２ 
(株式会社ジャフコ内) 

93 0.94

計 ― 4,700 47.72

(注) 前事業年度末現在主要株主であった寺西太一、福西裕は、当事業年度末では主要株主でなくなっておりま

す。 

 

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成15年12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) ― ― ― 

完全議決権株式(その他) 普通株式 9,844
 

9,844
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式 

端株 普通株式 ６
 

― 同上 

発行済株式総数 9,850 ― ― 

総株主の議決権 ― 9,844 ― 
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② 【自己株式等】 

平成15年12月31日現在 

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
(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(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―

 

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づき、新株予約権を付与する方式によるものであり、当該制度の内容は次のとおりで

あります。 

 

決議年月日 平成14年８月22日 平成15年３月28日 平成16年３月30日 

付与対象者の区分及び
人数 

当社取締役 ２名
当社監査役 ２名
当社従業員 165名
連結子会社取締役 １名
 

当社監査役 １名
当社従業員 12名
 
 
 

当社取締役 
当社執行役 
当社従業員 
連結子会社取締役 

(注４)

 
新株予約権の目的とな
る株式の種類 

普通株式 普通株式 普通株式 

株式の数(注１) 2,202株(注３) 78株(注３) 350株 

新株予約権の行使時の
払込金額(注１) 

55,000円(注３) 77,500円(注３) (注５) 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年９月１日 
至 平成19年８月31日 

自 平成17年４月15日 
至 平成20年４月14日 

自 平成18年４月15日 
至 平成21年４月14日 

新株予約権の行使の条
件 

(注２) (注２) (注２) 

新株予約権の譲渡に関
する事項 

(注２) (注２) (注２) 

(注) 上記の主な権利行使の条件等は下記のとおりであります。 

１ 権利付与日以降、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の計算式により目的たる株式の数を調整

するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約

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。 

   調整後株式数＝調整前株式数×分割(又は併合)の比率 

  なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、

調整により生じる１円未満の端数は切り上げる。 

１ 
調整後払込金額＝調整前払込金額×

分割・併合の比率
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  また、時価を下回る価額で新株式発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の計算式により払込金額を

調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 新規発行株式数×１株当たり払込価額
既発行株式数＋

１株当たり時価 
調整後払込金額＝調整前払込金額×

既発行株式数＋新規発行株式数 

２ 主な新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項 

  新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社又は、当社の子会社の取締役、監査役も

しくは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。 

  対象者に法令又は当社内部規律に違反する行為があった場合、又は新株予約権の付与の目的上対象者に

本新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者に付与された本新株

予約権は直ちに失効し、その後新株予約権を行使することができないものとする。 

  本新株予約権に譲渡、質入その他一切の処分は認められないものとする。 

  対象者の相続人は本新株予約権を行使することができないものとする。 

  対象者は、付与を受けた本新株予約権の全部又は一部を行使することができる。 

  対象者は、本新株予約権の行使によって発行される株式の発行価額の合計額が年間(１月１日から12月31

日まで)金1,200万円を超えないように、付与を受けた本新株予約権を行使しなければならない。 

  新株予約権の譲渡制限 

  新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 

３ 平成15年12月４日開催の取締役会決議により、平成16年２月20日付をもって１株を３株に分割しており

ます。これにより、提出日現在現存する平成14年８月22日決議の新株予約権の株式の数は734株から

2,202株に、新株予約権の行使時の払込金額は165,000円から55,000円にそれぞれ調整されており、平成

15年３月22日決議の新株予約権の株式の数は26株から78株に、新株予約権の行使時の払込金額は232,500

円から77,500円にそれぞれ調整されております。 

４ 平成16年３月30日以降の取締役会にて決定する予定であります。 

５ 新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引の成立しない日は除く)のジャスダック市場における当

社普通株式の終値の平均値に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、その価額が

新株予約権発行日の終値（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。 

 

２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 

【株式の種類】 

該当事項はありません。 

 

② 【当決議期間における自己株式の取得等の状況】 

該当事項はありません。 

 

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の

状況】 

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

【株式の種類】 

該当事項はありません。 

 

② 【当決議期間における自己株式の買受け等の状況】 

該当事項はありません。 
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３ 【配当政策】 

当社は、利益配分を重要な政策として位置付け、１株当たりの利益水準を高めるための収益力向上

に努め、業績に応じた成果配分と株主配当を実施することとしております。 

上記の方針に基づき、第31期の配当金は１株当たり普通配当5,500円、創立30周年及び上場記念配当

1,000円とすることを決定いたしました。この結果、第31期の配当性向は30.1％となりました。 

内部留保金の使途につきましては、今後の事業展開への備えと研究開発費用として投入していくこ

ととしております。 

 

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27期 第28期 第29期 第30期 第31期 

決算年月 平成11年12月 平成12年12月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月

最高(円) ― ― ― ― 
1,060,000
※264,000

最低(円) ― ― ― ― 
581,000

※232,000

(注) １ 当社株式は、平成15年９月12日から日本証券業協会のＪＡＳＤＡＱ市場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 ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。 

 

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

 

月別 平成15年10月 11月 12月 平成16年１月 ２月 ３月 

最高(円) 1,040,000 800,000
770,000

※264,000
370,000 352,000 295,000

最低(円) 730,000 581,000
630,000

※232,000
231,000 260,000 267,000

(注) ※印は、株式分割による権利落後の株価であります。 
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５ 【役員の状況】 

(1) 取締役の状況 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(株) 

昭和47年４月 ハウス食品工業株式会社(現 ハウ

ス食品株式会社)入社 

昭和63年３月 当社入社 

当社管理本部長 

平成２年４月 当社営業本部長 

平成２年５月 当社取締役 

平成５年１月 当社取締役事業本部長(事業部門

統括) 

平成６年２月 当社取締役事業執行責任者 

平成７年３月 当社代表取締役副社長 

(事業執行責任者) 

平成10年３月 当社代表取締役社長 

取締役 
指名委員 
報酬委員 

河 野 剛 士 昭和25年２月２日生

平成16年３月 当社取締役 代表執行役社長(現

任) 

2,850

昭和43年４月 日本コンピュータ-システム株式

会社入社 

昭和47年９月 日本システム開発株式会社入社 

昭和52年９月 当社入社 

昭和52年12月 当社取締役 

昭和54年５月 当社常務取締役 

昭和58年５月 当社専務取締役 

昭和59年５月 当社代表取締役社長 

平成10年３月 当社取締役会長 

平成12年３月 当社取締役(現任) 

取締役 ― 真 鍋 光 明 昭和20年９月９日 

平成13年４月 舞鶴工業高等専門学校非常勤講師

(現任) 

750

昭和55年４月 ハウス食品工業株式会社(現 ハウ

ス食品株式会社)入社 

平成元年８月 株式会社日本交通公社(現 株式会

社ジェイティービー)入社 

平成12年９月 当社入社 

当社管理部長 

平成13年１月 当社理事 

平成14年３月 当社取締役管理部長 

取締役 監査委員 鈴 木 祐 二 昭和32年10月17日 

平成16年３月 当社取締役(現任) 

18

昭和53年９月 合名会社プライスウォーターハウ

スアンドカンパニー(後に改組し

青山監査法人)入社 

昭和58年９月 公認会計士登録 

平成元年３月 青山監査法人(現 中央青山監査法

人)退社 

平成元年４月 星島公認会計士事務所開設 

代表者(現任) 

平成元年６月 税理士登録 

平成12年３月 当社監査役 

取締役 監査委員 星 島 正 義 昭和29年２月４日 

平成16年３月 当社取締役(現任) 

―

昭和40年４月 公認会計士中澤博事務所入職 

昭和42年12月 産業能率短期大学入職 

昭和48年４月 産業能率短期大学 助教授 

昭和54年４月 産業能率大学(現 産能大学)助教

授 

昭和61年４月 産業能率大学(現 産能大学)教授

(現任) 

平成13年３月 当社監査役 

取締役 
指名委員 
監査委員 
報酬委員 

森 谷 冝 暉 昭和17年８月22日 

平成16年３月 当社取締役(現任) 

―
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(株) 

昭和53年３月 ヤマハ発動機株式会社入社 

昭和62年11月 株式会社マネジメント・サービ

ス・センター入社 

平成６年１月 株式会社月虎入社 

平成８年11月 株式会社イント設立 代表取締役

副社長 

平成10年１月 株式会社イント 代表取締役社長

(現任) 

取締役 
指名委員 
報酬委員 

掛 川 和 彦 昭和30年８月28日 

平成16年３月 当社取締役(現任) 

―

計 3,618

(注) １ 取締役 星島 正義、森谷 冝暉、掛川 和彦の各氏は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締

役であります。 

２ 当社は、委員会等設置会社であり、「監査委員会」、「指名委員会」、「報酬委員会」の３つの委員会

を設置しております。 

３ 当社は、社外取締役の掛川和彦が代表取締役社長をつとめる株式会社イントと、当社の人事システムコ

ンサルティングの委託業務で取引関係があります。平成15年12月期の当該取引額は年額375万円です。

平成16年12月期も当該取引を継続する予定です。 
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(2) 執行役の状況 

 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 
所有株式数

(株) 

代表執行役 
社長 ― 河 野 剛 士 (1)取締役の状況参照 同左 同左 

昭和47年４月 株式会社日立製作所入社 

昭和61年４月 兼松エレクトロニクス株式会社入

社 

平成11年11月 当社入社 

平成12年１月 当社理事・情報機器事業部長 

平成14年３月 当社取締役情報機器事業部長 

執行役 

ＳＥ部門担当兼
バイオメトリク
ス認証ビジネス
ユニット担当 

岡 野 喜 男 昭和26年６月５日 

平成16年３月 当社執行役 ＳＥ部門担当兼バイ

オメトリクス認証ＢＵ担当(現

任） 

276

昭和56年６月 CE Refractories Inc.入社 

昭和62年３月 Mefadden Sales Inc.入社 

平成７年１月 AYDIN Displays Inc.入社 

平成９年３月 CTG Inc.入社 

平成13年10月 当社入社 

平成14年３月 silex technology america,Inc.

社長(現任) 

平成14年４月 silex technology europe GmbH取

締役(現任) 

執行役 
プロダクトマー
ケティング担当
兼海外事業担当 

David N Smith 昭和34年９月28日 

平成16年３月 当社執行役 プロダクトマーケテ

ィング兼海外事業担当(現任) 

36

昭和60年４月 株式会社紀伊国屋書店入社 

昭和61年８月 パベック電子開発株式会社入社 

昭和63年１月 富士ゼロックス株式会社入社 

平成10年３月 株式会社イメージワン入社 

平成12年５月 同社取締役 

平成13年６月 Notsat International Inc.取締

役 

平成14年10月 Notsat International Inc.CEO兼

社長 

平成16年２月 当社入社 

執行役 
カスタムソリュ
ーション営業部

担当 
上 田   豊 昭和36年６月27日 

平成16年３月 当社執行役 カスタムソリューシ

ョン営業部担当(現任) 

―

昭和44年４月 松下電器産業株式会社入社 

平成14年４月 当社入社 生産部長 

執行役 

デザイン＆マニ
ュファクチャリ
ングセンター所
長兼生産部長、
品質保証・環境

担当 

中 江 由 次 昭和22年３月13日 
平成16年３月 当社執行役 デザイン＆マニュフ

ァクチャリングセンター所長、生

産部長、兼品質保証・環境担当

(現任) 

―

昭和45年４月 株式会社神戸銀行(現 株式会社三

井住友銀行)入行 

平成15年３月 当社入社 当社常勤監査役 執行役 
管理担当兼財務
部長、情報開示

担当 
大 谷 哲 夫 昭和23年２月９日 

平成16年３月 当社執行役 管理担当兼財務部

長、情報開示担当(現任) 

―

計 3,162
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第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵

省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

なお、前連結会計年度(平成14年１月１日から平成14年12月31日まで)は、改正前の連結財務諸表

規則に基づき、当連結会計年度(平成15年１月１日から平成15年12月31日まで)は、改正後の連結財

務諸表規則に基づいて作成しております。 

 

(2) 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、第30期事業年度(平成14年１月１日から平成14年12月31日まで)は、改正前の財務諸表等規

則に基づき、第31期事業年度(平成15年１月１日から平成15年12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、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成14年１月１日から平成14年

12月31日まで)及び第30期事業年度(平成14年１月１日から平成14年12月31日まで)並びに当連結会計年

度(平成15年１月１日から平成15年12月31日まで)及び第31期事業年度(平成15年１月１日から平成15年

12月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、中央青山監査法人により監査を受けております。 

なお、前連結会計年度及び第30期事業年度に係る監査報告書は、平成15年８月８日に提出した有価

証券届出書に添付されたものに、当連結会計年度及び第31期事業年度に係る監査報告書は、平成16年

３月30日に提出した有価証券報告書に添付されたものにそれぞれよっております。 



ファイル名:100_9215808271606.doc 更新日時:2004/05/15 10:47 印刷日時:04/05/18 5:21 

― 40 ― 

１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

 

  
前連結会計年度 

(平成14年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成15年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  728,951  776,013

２ 受取手形及び売掛金 ※３ 922,139  1,077,828

３ 有価証券  244,307  213,354

４ たな卸資産  540,785  513,426

５ 未収入金  ―  361,203

６ 繰延税金資産  11,665  17,586

７ その他  31,491  28,478

貸倒引当金  △3,999  △3,522

流動資産合計  2,475,342 71.5  2,984,368 77.2

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物及び構築物 ※２ 77,920  73,424

(2) 機械装置及び運搬具  59,254  66,291

(3) 工具器具及び備品  74,399  73,975

(4) 土地 ※２ 277,054  277,054

有形固定資産合計  488,629 14.1  490,744 12.7

２ 無形固定資産  86,755 2.5  59,661 1.6

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  30,530  46,329

(2) 長期貸付金  1,980  ―

(3) 繰延税金資産  112,719  93,166

(4) その他  279,030  189,924

貸倒引当金  △13,076  ―

投資その他の資産合計  411,183 11.9  329,420 8.5

固定資産合計  986,567 28.5  879,826 22.8

資産合計  3,461,910 100.0  3,864,194 100.0
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前連結会計年度 

(平成14年12月31日) 
当連結会計年度 

(平成15年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形及び買掛金  480,285  299,554

２ １年以内返済予定 
長期借入金 

※２ 133,829  57,259

３ １年以内償還予定社債  156,000  156,000

４ 未払法人税等  97,571  102,048

５ その他  97,145  143,213

流動負債合計  964,831 27.9  758,076 19.6

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  448,000  392,000

２ 長期借入金 ※２ 61,455  4,196

３ 退職給付引当金  174,800  199,400

４ 役員退職慰労引当金  102,000  69,300

固定負債合計  786,255 22.7  664,896 17.2

負債合計  1,751,086 50.6  1,422,972 36.8

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金  643,925 18.6  ― ―

Ⅱ 資本準備金  593,925 17.2  ― ―

Ⅲ 連結剰余金  468,920 13.5  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  1,916 0.0  ― ―

Ⅴ 為替換算調整勘定  2,137 0.1  ― ―

資本合計  1,710,824 49.4  ― ―

Ⅰ 資本金 ※４ ― ―  883,675 22.9

Ⅱ 資本剰余金  ― ―  936,050 24.2

Ⅲ 利益剰余金  ― ―  612,691 15.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金  ― ―  11,427 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定  ― ―  △2,621 △0.1

資本合計  ― ―  2,441,222 63.2

負債及び資本合計  3,461,910 100.0  3,864,194 100.0
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② 【連結損益計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  3,896,822 100.0  4,642,765 100.0

Ⅱ 売上原価  2,400,194 61.6  2,916,121 62.8

売上総利益  1,496,628 38.4  1,726,643 37.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※１ 
 ２ 

1,166,649 29.9  1,285,152 27.7

営業利益  329,978 8.5  441,490 9.5

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  4,669 1,399 

２ 受取配当金  180 174 

３ 受取手数料  2,605 ― 

４ 役員保険解約益  ― 12,486 

５ その他  2,468 9,923 0.3 2,892 16,953 0.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  9,860 6,365 

２ 支払保証料  4,160 3,965 

３ 為替差損  4,297 7,030 

４ 新株発行費  545 14,947 

５ 社債発行費  1,500 1,250 

６ 株式公開関連費用  ― 9,836 

７ 手形売却損  5,523 2,428 

８ その他  251 26,138 0.7 1,539 47,363 1.0

経常利益  313,763 8.1  411,079 8.9

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  ― 431 

２ 貸倒引当金戻入益  ― ― ― 400 831 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※３ ― 3,791 

２ 固定資産除却損 ※４ 1,940 689 

３ 貸倒損失  ― 1,940 0.0 16,756 21,237 0.5

税金等調整前 
当期純利益 

 311,822 8.0  390,673 8.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 154,979 169,470 

法人税等調整額  △13,527 141,451 3.6 6,731 176,202 3.8

当期純利益  170,370 4.4  214,471 4.6
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③ 【連結剰余金計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 連結剰余金期首残高  346,979  ―

Ⅱ  連結剰余金減少高   

１ 配当金  30,430 ― 

２ 役員賞与  18,000 48,430 ― 

Ⅲ 当期純利益  170,370  ―

Ⅳ 連結剰余金期末残高  468,920  ―

   

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   

  資本準備金期首残高   593,925

Ⅱ 資本剰余金増加高   

    増資による新株式の発行  ― ― 342,125 342,125

Ⅲ 資本剰余金期末残高   936,050

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   

    連結剰余金期首残高  ―  468,920

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益  ― ― 214,471 214,471

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  ― 44,700 

２ 役員賞与  ― ― 26,000 70,700

Ⅳ 利益剰余金期末残高  ―  612,691
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前連結会計年度 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  311,822 390,673 

２ 減価償却費  117,030 121,618 

３ 貸倒引当金の増加額(△は減少額)  10,276 △7,976 

４ 退職給付引当金の増加額  19,800 24,600 

５ 役員退職慰労引当金の増加額(△は減少

額) 
 7,000 △32,700 

６ 受取利息及び受取配当金  △4,849 △1,574 

７ 支払利息  9,860 6,365 

８ 役員保険解約益  ― △12,486 

９ 新株発行費  545 14,947 

10 社債発行費  1,500 1,250 

11 固定資産除売却損  1,940 4,481 

12 投資有価証券売却益  ― △431 

13 売上債権の減少額(△は増加額)  53,877 △149,947 

14 たな卸資産の減少額(△は増加額)  △63,007 26,592 

15 未収入金の増加額  ― △361,235 

16 仕入債務の増加額(△は減少額)  98,075 △171,647 

17 役員賞与の支払額  △18,000 △26,000 

18 その他  342 42,413 

小計  546,214 △131,055 

19 利息及び配当金の受取額  4,959 1,617 

20 利息の支払額  △9,658 △6,853 

21 法人税等の支払額  △120,363 △164,992 

営業活動によるキャッシュ・フロー  421,151 △301,284 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  △254,808 △297,508 

２ 定期預金の払戻による収入  250,801 241,807 

３ 有価証券の取得による支出  △213,960 △153,354 

４ 有価証券の売却による収入  201,504 213,960 

５ 有形固定資産の取得による支出  △69,069 △80,745 

６ 無形固定資産の取得による支出  △14,776 △4,690 

７ 投資有価証券の取得による支出  △5,005 △6 

８ 投資有価証券の売却による収入  2,800 1,050 

９ その他  11,607 75,038 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △90,907 △4,448 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増加額(△は純減少額)  △60,000 ― 

２ 長期借入れによる収入  50,000 ― 

３ 長期借入金の返済による支出  △292,811 △133,829 

４ 社債の発行による収入  98,500 98,750 

５ 社債の償還による支出  △46,000 △156,000 

６ 株式の発行による収入  47,304 565,702 

７ 配当金の支払額  △30,430 △44,700 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △233,436 329,923 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △5,624 △3,176 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  91,183 21,014 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  476,538 567,721 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  567,721 588,736 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社数 ３社 

  silex technology europe GmbH 

  北京捷希凱網絡技術有限公司 

  silex technology america,Inc. 

  silex technology america,Inc.

については、当連結会計年度中に

おいて新たに設立したことによ

り、当連結会計年度より連結の範

囲に含めることにしました。 

(1) 連結子会社数 ３社 

  silex technology europe GmbH 

  北京捷希凱網絡技術有限公司 

  silex technology america,Inc. 

    すべての子会社を連結しておりま

す。 

 (2) 主要な非連結子会社 

  非連結子会社はありません。 

  ジェイ・シー・アイ・サービス㈱

は全持株を第三者に売却したこと

等により、子会社に該当しなくな

りました。 

(2) 主要な非連結子会社 

  非連結子会社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

持分法を適用していない非連結の子会

社 

ジェイ・シー・アイ・サービス㈱は全

持株を第三者に売却したこと等によ

り、子会社に該当しなくなりました。

非連結子会社及び関連会社がないた

め、持分法の適用はありません。 

 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と

一致しております。 

同左 

４ 会計処理基準に関する事

項 

 (1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

 

 

１) 有価証券 

 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。) 

 

 

１) 有価証券 

 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 

   移動平均法に基づく原価法 

 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 

   総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 

同左 

  ② 貯蔵品 

   最終仕入原価法に基づく原価法

 ② 貯蔵品 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

１) 有形固定資産 

  主として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。 

   建物及び構築物 

     10年～31年 

   機械装置及び運搬具 

     ４年～11年 

   工具器具及び備品 

     ２年～５年 

１) 有形固定資産 

同左 

 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。 

２) 無形固定資産 

同左 

 (3) 重要な引当金の計上基

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。 

１) 貸倒引当金 

同左 

 ２) 退職給付引当金 

  従業員の退職金の支給に備えるた

め、当連結会計年度末における退

職給付債務の見込額を計上してお

ります。 

２) 退職給付引当金 

同左 

 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。 

３) 役員退職慰労引当金 

同左 

 (4) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

外貨建金銭債権債務は連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算

差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負債は、

決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場に

より円貨に換算し、換算差額は資本の

部における為替換算調整勘定に含めて

計上しております。 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

 (5) 重要なリース取引の処

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 

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

１) 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。 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 

１) 消費税等の会計処理 

同左 

 

２）資本の部 
連結財務諸表規則の改正により、当連
結会計年度における連結貸借対照表の
資本の部及び連結剰余金計算書につい
ては、改正後の連結財務諸表規則によ
り作成しております。 
３）１株当たり情報 
当連結会計年度から「１株当たり当期
純利益に関する会計基準」（企業会計
基準第２号）及び「１株当たり当期純
利益に関する会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第４号）を適
用しております。 
なお、これによる影響については、
「１株当たり情報に関する注記」に記
載しております。 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっておりま

す。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

該当事項はありません。 同左 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

同左 

８ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)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。

同左 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成15年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 427,460千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 436,563千円
 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

   担保に供している資産 

 建物 40,079千円

 土地 277,054千円

 計 317,133千円
 

※２ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

   担保に供している資産 

 建物 36,929千円

 土地 277,054千円

 計 313,983千円
 

   上記に対応する債務 

 １年以内返済予定長期借入金 40,524千円

 長期借入金 27,798千円

 計 68,322千円
 

   上記に対応する債務 

 １年以内返済予定長期借入金 27,798千円

 計 27,798千円
 

※３ 連結会計年度末日満期手形の処理 

   連結会計年度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、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。 

 受取手形 12,916千円
 

※３ 連結会計年度末日満期手形の処理 

   連結会計年度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、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結

会計年度末残高に含まれております。 

 受取手形 7,859千円
 

※４                  ――― ※４ 発行済株式総数   普通株式 9,850株
 

 

(連結損益計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。 

 役員報酬 115,353千円

 給料手当 277,145千円

 退職給付費用 7,728千円

 役員退職慰労引当金繰入額 7,000千円

 研究開発費 225,957千円

 支払手数料 51,063千円

 貸倒引当金繰入額 13,376千円
 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。 

 役員報酬 107,585千円

 給料手当 344,810千円

 退職給付費用 8,321千円

 役員退職慰労引当金繰入額 6,330千円

 研究開発費 217,564千円

 支払手数料 53,646千円
 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 225,957千円
 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 217,564千円
 

※３                  ――― ※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

 機械装置 3,791千円

 計 3,791千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

 建物及び構築物 66千円

 工具器具及び備品 1,873千円

 計 1,940千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

 工具器具及び備品 689千円

 計 689千円
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 728,951千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △191,577千円

取得日から３か月以内に償還期限 
の到来する短期投資 

30,347千円

現金及び現金同等物 567,721千円
  

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 776,013千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △247,277千円

取得日から３か月以内に償還期限 
の到来する短期投資 

60,000千円

現金及び現金同等物 588,736千円
  

 

(リース取引関係) 

 

前連結会計年度 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15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 

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 

(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) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械装置及び 
運搬具 

21,276 16,722 4,554

工具器具及び 
備品 

44,372 40,720 3,651

その他 6,756 6,756 ―

合計 72,404 64,198 8,205

 

 
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) 

機械装置及び 
運搬具 

21,876 13,221 8,655

工具器具及び 
備品 

43,745 37,712 6,033

合計 65,621 50,933 14,688

 

  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。 

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5,317千円

１年超 2,887千円

合計 8,205千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5,336千円

１年超 9,351千円

合計 14,688千円
 

  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。 

同左 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 12,713千円

減価償却費相当額 12,713千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 6,857千円

減価償却費相当額 6,857千円
 

(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 
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(有価証券関係) 

前連結会計年度(平成14年12月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

 ① 株式 22,222 25,530 3,307

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 22,222 25,530 3,307

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

 ① 株式 ― ― ―

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 22,222 25,530 3,307

 

２ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成14年12月31日) 

その他有価証券 

マネー・マネージメント・ファンド 30,347千円

公社債投資信託 213,960千円
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当連結会計年度(平成15年12月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額 
(千円) 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

 ① 株式 21,609 41,329 19,719

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 21,609 41,329 19,719

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの  

 ① 株式 ― ― ―

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 21,609 41,329 19,719

 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成15年１月１日 至 平成15年12月31日) 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

1,050 431 ―

 

３ 時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額(平成15年12月31日) 

その他有価証券 

フリーファイナンシャルファンド 60,000千円

公社債投資信託 153,354千円
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(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成14年１月１日 至 平成14年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成15年

１月１日 至 平成15年12月31日) 

当社グループは、前連結会計年度及び当連結会計年度のいずれにおいてもデリバティブ取引を全く

利用していないため、該当事項はありません。 

 

(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、退職金規程に基づく確定給付型の制度として退職一時金制度を採用してお

ります。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

 
前連結会計年度 

(平成14年12月31日) 
 

当連結会計年度 
(平成15年12月31日) 

退職給付債務 174,800千円  199,400千円 

退職給付引当金 174,800千円  199,400千円 

(注) 当社グループは、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しております。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

 
前連結会計年度 

(自 平成14年１月１日
至 平成14年12月31日)

 
当連結会計年度 

(自 平成15年１月１日
至 平成15年12月31日)

勤務費用 23,080千円  24,600千円 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

自己都合期末要支給額を退職給付債務として計上する簡便法を採用しております。 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度 
(平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成15年12月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)  

①流動資産  

 未払事業税 7,721千円 

 未実現利益 1,595千円 

 貸倒引当金繰入超過額 798千円 

 その他 1,550千円 

 計 11,665千円 

②固定資産  

 ソフトウエア償却超過額 7,720千円 

 長期前払費用償却超過額 4,104千円 

 退職給付引当金繰入超過額 53,699千円 

 役員退職慰労引当金 42,892千円 

 子会社繰越欠損額 5,589千円 

 その他 5,693千円 

 小計 119,699千円 

 評価性引当金 △5,589千円 

 計 114,110千円 

 繰延税金資産合計 125,775千円 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)  

①流動資産  

 未払事業税 8,727千円 

 たな卸資産評価損 4,887千円 

 未実現利益 2,399千円 

 その他 1,572千円 

 計 17,586千円 

②固定資産  

 ソフトウエア償却超過額 3,734千円 

 退職給付引当金繰入超過額 67,737千円 

 役員退職慰労引当金 28,200千円 

 子会社繰越欠損額 5,504千円 

 その他 1,787千円 

 小計 106,962千円 

 評価性引当金 △5,504千円 

 計 101,458千円 

 繰延税金資産合計 119,044千円 
 

 
(繰延税金負債)  

 固定負債  

 その他有価証券評価差額金 △1,391千円 

  

 繰延税金資産純額 124,384千円 
 

 
(繰延税金負債)  

 固定負債  

 その他有価証券評価差額金 △8,292千円 

  

 繰延税金資産純額 110,752千円 
   

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 42.1％

 (調整) 

 交際費等一時差異でない項目 1.0％

 住民税均等割等 1.0％

 その他 1.3％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.4％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 42.1％

 (調整) 

 交際費等一時差異でない項目 1.0％

 住民税均等割等 1.0％

税率変更による期末繰延税金資産の減
額修正 

0.9％

 その他 0.1％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.1％
 

 ３ 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日に公布されたことに伴
い、当連結会計年度の繰延税金資産及び繰延税金
負債の計算(ただし、平成17年１月１日以降解消が
見込まれるものに限る。)に使用した法定実効税率
は、前連結会計年度の42.1％から40.7％に変更さ
れております。 

  その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金
額を控除した金額)が3,385千円減少しておりま
す。 

 
 



ファイル名:121_9215808271606.doc 更新日時:2004/05/15 10:49 印刷日時:04/05/18 5:22 

― 54 ― 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成14年１月１日 至 平成14年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成15

年１月１日 至 平成15年12月31日) 

当社グループはプリントサーバを主とするコンピュータ周辺機器の開発・製造・販売のみを事業

として行っておりますので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成14年１月１日 至 平成14年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成15

年１月１日 至 平成15年12月31日) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の

合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成14年１月１日 至 平成14年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成15

年１月１日 至 平成15年12月31日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成14年１月１日 至 平成14年12月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

河野剛士 ― ― 
当社 
代表取締役
社長 

(被所有) 
直接 8.1
 

― ― 

当社銀行借
入に対する
債務被保証
(注２) 

195,284 ― ― 役員及 
びその 
近親者 

寺西太吉 
(注３) 

― ― 当社顧問 
(被所有) 
直接 0.7
 

― ― 
顧問契約 
(注４) 

2,400 ― ― 

前払費用 3,954
不動産の賃
借料の支払
及び保証金
の差入 
(注６) 

51,795 
差入 
保証金 

93,702

飲料水の仕
入(注７) 

2,254 未払金 139

役員及 
びその 
近親者 
が議決 
権の過 
半数を 
所有し 
ている 
会社等 

(株)モト 
ックス 
(注５) 

大阪府 
東大阪
市 

30,000 
酒類専門 
商社 
不動産賃貸

(被所有) 
直接 2.1
 

兼任 １名
 

事務所の
賃借及び
飲料水の
仕入他 

リース料 
立替 

877 立替金 51

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 
１ 上記金額のうち、取引金額及び差入保証金以外の金額には消費税等が含まれております。 
２ 当社は、銀行借入に対して代表取締役河野剛士より債務保証を受けております。なお、保証料の支払は

行っておりません。 
３ 寺西太吉は、当社取締役寺西太一の二親等以内の親族であります。なお、寺西太一は当社の主要株主で

あるため、寺西太吉と当社の取引は「主要株主及びその近親者」との取引にも該当しております。 
４ 顧問契約料については、他の顧問先の契約金額を参考にして決定しております。 
５ ㈱モトックスは当社取締役寺西太一及びその二親等以内の親族が議決権の92.7％を直接所有しておりま

す。なお、寺西太一は当社の主要株主であるため、㈱モトックスと当社の取引は「主要株主及びその近
親者が議決権の過半数を所有している会社」との取引にも該当しております。 

６ 不動産の賃借料の支払については、近隣の取引実勢価格等に基づき決定しております。 
７ 飲料水の仕入については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 
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当連結会計年度(自 平成15年１月１日 至 平成15年12月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 
 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合
(％) 

役員の
兼任等

事業上
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 

河野剛士 ― ― 
当社 
代表取締役
社長 

(被所有) 
直接 8.1
 

― ― 

当社銀行借
入に対する
債務被保証
(注２) 

150,049 
(注３) 

― ― 

前払費用 3,954
不動産の賃
借料の支払
及び保証金
の差入 
(注５) 

34,364 
(注７) 差入 

保証金 
93,702

(注７)

主要株 
主（個 
人）及 
びその 
近親者 
が議決 
権の過 
半数を 
所有し 
ている 
会社等 

(株)モト 
ックス 
(注４) 

大阪府 
東大阪
市 

30,000 
酒類専門 
商社 
不動産賃貸

(被所有) 
直接 1.9
 

兼任 １名
 

事務所の
賃借及び
飲料水の
仕入他 

飲料水の仕
入(注６) 

400 
(注７) ― ― 

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ 上記金額のうち、取引金額及び差入保証金以外の金額には消費税等が含まれております。 

２ 当該債務保証は平成15年５月にて解消済であります。 

３ 取引金額は、債務保証を受けていた期間にかかるものを記載しております。 

４ ㈱モトックスは当社主要株主寺西太一及びその二親等以内の親族が議決権の92.7％を直接所有しており

ます。なお、寺西太一は当社の取締役であったため、㈱モトックスと当社の取引は「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」との取引にも該当しております。なお、寺西太一は平成15年

５月に当社の取締役を退任し、平成15年９月に主要株主でなくなっております。 

５ 不動産の賃借料の支払については、近隣の取引実勢価格等に基づき決定しております。 

６ 飲料水の仕入については、市場価格を勘案して一般取引条件と同様に決定しております。 

７ 取引金額及び期末残高は、寺西太一が当社主要株主であった期間にかかるものを記載しております。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１株当たり純資産額 4,592円81銭 244,591円14銭

１株当たり当期純利益 469円84銭 21,591円66銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

新株引受権残高及びストックオプシ

ョン制度導入による新株予約権残高

がありますが、当社株式は非上場・

非登録であり、期中平均株価の把握

が困難であるため記載しておりませ

ん。 

19,407円69銭

当連結会計年度から「１株当たり当

期純利益に関する会計基準」(企業

会計基準第２号)及び「１株当たり

当期純利益に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第４

号)を適用しております。 

また、平成15年５月１日をもって普

通株式50株を１株への株式併合を行

っております。 

なお、同会計基準及び適用指針を前

連結会計年度に適用し、かつ株式併

合が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当

たり情報については、以下のとおり

となります。 

１株当たり純資産額 
226,150円89銭

１株当たり当期純利益 
19,907円73銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

新株引受権残高及びストックオプ
ション制度導入による新株予約権
残高がありますが、当社株式は非
上場・非登録であり、期中平均株
価の把握が困難であるため記載し
ておりません。 

 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 
前連結会計年度 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１株当たり当期純利益 

当期純利益(千円) ― 214,471

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 32,000

(うち利益処分による役員賞与金(千円)) (―) (32,000)

普通株式に係る当期純利益(千円) ― 182,471

普通株式の期中平均株式数(株) ― 8,451

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式数増加数(株) ― 951

(うち新株引受権(株)) (―) (359)

(うち新株予約権(株)) (―) (592)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

― ―
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(重要な後発事象) 
 

前連結会計年度 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１ 株式併合 

  平成15年３月28日開催の定時株主総会決議により、

次のとおり株式の併合を行いました。 

 (1) 併合方法 

   平成15年５月１日付をもって普通株式50株を１株

に併合する。 

 (2) 併合により減少した株式の種類及び数 

   普通株式  365,050株 

２ 新株予約権の付与 

  平成15年３月28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

トックオプションを目的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、監査役、従業員及び当社子会社取

締役 

 (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2,000株を上限とする。ただし、当

社が株式分割又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していない

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 

   20個(新株予約権１個あたりの目的となる株式数

100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 

   １株当たりの払込金額は、4,650円とする。 

   なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式

併合を行う場合及び、時価を下回る価額で新株式

発行又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17年４月15日から平成20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は、権利行使時に

おいても、当社又は、当社の子会社の取締役、

監査役もしくは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。 

１ 株式分割 
平成15年12月４日開催の取締役会において、株式の
分割(無償交付)を決議いたしました。 

(1) 平成16年２月20日付けをもって、次のとおり普通
株式１株を３株に分割する。 

①  分割により増加する株式数 
普通株式とし、平成15年12月31日最終の発行済株
式総数に２を乗じた株式数とする。 

② 分割の方法 
      平成15年12月31日最終の株主名簿及び実質株主名

簿に記載または登録された株主の所有株式数を、
１株につき３株の割合をもって分割する。 

  (2) 配当起算日 
      平成16年１月１日 
前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合におけ
る(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとおりで
あります。 

前連結会計年度 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日)

１株当たり純資産額 
75,383円63銭

１株当たり純資産額 
81,530円38銭

１株当たり当期純利益 
6,635円91銭

１株当たり当期純利益 
7,197円22銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
新株引受権残高及びスト
ックオプション制度導入
による新株予約権残高が
ありますが、当社株式は
非上場・非登録であり、
期中平均株価の把握が困
難であるため記載してお
りません。 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

6,469円69銭
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前連結会計年度 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

  ② 対象者に法令又は当社内部規律に違反する行為

があった場合、又は新株予約権の付与の目的上

対象者に本新株予約権を行使させることが相当

でないとされる事由が生じた場合は、対象者に

付与された本新株予約権は直ちに失効し、その

後新株予約権を行使することができないものと

する。 

  ③ 本新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は

認められないものとする。 

  ④ 対象者の相続人は本新株予約権を行使すること

ができないものとする。 

  ⑤ 対象者は、付与を受けた本新株予約権の全部又

は一部を行使することができる。 

  ⑥ 対象者は、付与を受けた本新株予約権の行使に

よって発行される株式の発行価額の合計額が年

間(１月１日から12月31日まで)12,000千円を超

えないよう、付与を受けた本新株予約権を行使

しなければならない。 

  ⑦ 本新株予約権に関するその他の細目事項につい

ては、本総会以後に開催される取締役会決議に

よるものとする。 

 (8) 新株予約権の消滅事由及び条件 

   当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたと

き、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認

の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承

認されたときは、新株予約権は無償で消却するこ

とができる。 

  ① 新株予約権者が権利行使する前に、当社又は、

当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位喪

失により新株予約権を行使できなかった場合、

当該新株予約権については、無償で消却するこ

とができる。 

  ② 当社が平成17年４月15日までに上場申請したに

も関わらず上場できなかった場合は、新株予約

権は失効するものとして全て無償で消却する。

 (9) 新株予約権の譲渡制限 

   新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要す

る。 
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⑤ 【連結附属明細表】(平成15年12月31日現在) 

【社債明細表】 
 

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高

(千円) 
当期末残高

(千円) 
利率 
(％) 

担保 償還期限

日本コンピュータ
工業株式会社 

第１回無担保社債 
平成13年
３月26日

(100,000)
100,000

(―)
―

0.50 無担保 
平成15年
３月26日

同上 第２回無担保社債 
平成13年
９月25日

(―)
100,000

(―)
100,000

0.77 無担保 
平成18年
９月25日

同上 第３回無担保社債 
平成13年
９月27日

(―)
100,000

(100,000)
100,000

0.51 無担保 
平成16年
９月27日

同上 第４回無担保社債 
平成13年
11月28日

(―)
100,000

(―)
100,000

0.66 無担保 
平成17年
11月28日

同上 第５回無担保社債 
平成13年
12月25日

(36,000)
114,000

(36,000)
78,000

0.39 無担保 
平成17年
12月22日

サイレックス・ 
テクノロジー 
株式会社 

第６回無担保社債 
平成14年
６月10日

(20,000)
90,000

(20,000)
70,000

0.45 無担保 
平成19年
６月８日

同上 第７回無担保社債 
平成15年
１月27日

(―)
―

(―)
100,000

0.40 無担保 
平成18年
１月27日

合計 ― ― 
(156,000)
604,000

(156,000)
548,000

― ― ― 

(注) １ 会社名は、平成14年４月にサイレックス・テクノロジー株式会社に社名変更しております。 
２ 当期末残高欄の(内書)は、１年内償還予定の金額であります。 
３ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。 

 

１年以内 
(千円) 

１年超２年以内 
(千円) 

２年超３年以内 
(千円) 

３年超４年以内 
(千円) 

４年超５年以内 
(千円) 

156,000 162,000 220,000 10,000 ―

 

【借入金等明細表】 
 

区分 
前期末残高 
(千円) 

当期末残高 
(千円) 

平均利率 
(％) 

返済期限 

１年以内に返済予定の長期借入金 133,829 57,259 1.51 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 

61,455 4,196 1.60 平成17年３月23日 

合計 195,284 61,455 ― ― 

(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。 
２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のと

おりであります。 
 

区分 
１年超２年以内 

(千円) 
２年超３年以内 

(千円) 
３年超４年以内 

(千円) 
４年超５年以内 

(千円) 

長期借入金 4,196 ― ― ―

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 
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２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 

 

  
第30期 

(平成14年12月31日) 
第31期 

(平成15年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  675,246  731,583

２ 受取手形 ※３ 140,701  426,945

３ 売掛金  781,618  651,089

４ 有価証券  244,307  213,354

５ 商品  411  470

６ 製品  126,627  90,369

７ 原材料  165,114  203,421

８ 仕掛品  237,003  206,194

９ 貯蔵品  249  96

10 前払費用  24,315  23,244

11 未収入金  ―  366,508

12 繰延税金資産  10,071  15,219

13 その他  10,215  7,253

貸倒引当金  △4,000  △3,600

流動資産合計  2,411,882 69.1  2,932,152 75.1

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物 ※１ 239,113 242,040 

減価償却累計額  165,887 73,225 172,353 69,687

(2) 構築物  7,301 7,301 

減価償却累計額  2,607 4,694 3,565 3,736

(3) 機械及び装置  86,899 98,710 

減価償却累計額  29,314 57,584 38,412 60,297

(4) 車両運搬具  5,386 11,871 

減価償却累計額  5,078 308 7,010 4,860

(5) 工具器具備品  293,494 281,058 

減価償却累計額  222,269 71,225 210,250 70,808

(6) 土地 ※１ 277,054  277,054

有形固定資産合計  484,092 13.9  486,445 12.5
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第30期 

(平成14年12月31日) 
第31期 

(平成15年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

２ 無形固定資産   

(1) ソフトウエア  83,235  56,124

(2) その他  3,476  3,514

無形固定資産合計  86,711 2.5  59,638 1.5

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  30,530  46,329

(2) 関係会社株式  99,260  99,260

(3) 出資金  10  10

(4) 長期貸付金  1,980  ―

(5) 破産更生債権  13,076  ―

(6) 長期前払費用  45,712  31,105

(7) 繰延税金資産  112,719  93,166

(8) 差入保証金  112,365  119,789

(9) 保険積立金  80,954  35,894

(10) その他  25,429  1,223

貸倒引当金  △13,076  ―

投資その他の資産合計  508,962 14.5  426,777 10.9

固定資産合計  1,079,766 30.9  972,861 24.9

資産合計  3,491,649 100.0  3,905,013 100.0
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第30期 

(平成14年12月31日) 
第31期 

(平成15年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形  283,486  139,372

２ 買掛金  196,799  160,182

３ １年以内返済予定 
  長期借入金 

※１ 133,829  57,259

４ １年以内償還予定社債  156,000  156,000

５ 未払金  69,504  94,677

６ 未払費用  1,266  1,224

７ 未払法人税等  97,226  101,903

８ 未払消費税等  20,694  35,124

９ 前受金  21  ―

10 預り金  22,085  35,649

11 その他  1,225  ―

流動負債合計  982,138 28.1  781,393 20.0

Ⅱ 固定負債   

１ 社債  448,000  392,000

２ 長期借入金 ※１ 61,455  4,196

３ 退職給付引当金  174,800  199,400

４ 役員退職慰労引当金  102,000  69,300

固定負債合計  786,255 22.5  664,896 17.0

負債合計  1,768,393 50.6  1,446,289 37.0

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※２ 643,925 18.5  ― ―

Ⅱ 資本準備金  593,925 17.0  ― ―

Ⅲ 利益準備金  11,590 0.3  ― ―

Ⅳ その他の剰余金   

１ 任意積立金   

  別途積立金  80,000 80,000 ― ―

２ 当期未処分利益  391,899  ―

その他の剰余金合計  471,899 13.5  ― ―

Ⅴ その他有価証券評価差額金 ※４ 1,916 0.1  ― ―

資本合計  1,723,256 49.4  ― ―
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第30期 

(平成14年12月31日) 
第31期 

(平成15年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

Ⅰ 資本金 ※２ ― ―  883,675 22.6

Ⅱ 資本剰余金   

 資本準備金  ― 936,050 

資本剰余金合計  ― ―  936,050 24.0

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  ―  11,590

２ 任意積立金   

  別途積立金  ― ― 80,000 80,000

３ 当期未処分利益  ―  535,981

利益剰余金合計  ― ―  627,571 16.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※４ ― ―  11,427 0.3

資本合計  ― ―  2,458,724 63.0

負債資本合計  3,491,649 100.0  3,905,013 100.0
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② 【損益計算書】 

 

  
第30期 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   

１ 商品売上高  17,893 26,870 

２ 製品売上高  3,881,509 3,899,403 100.0 4,602,094 4,628,965 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首商品たな卸高  387 411 

２ 期首製品たな卸高  75,097 126,627 

３ 当期商品仕入高  8,136 14,182 

４ 当期製品製造原価  2,446,289 2,867,385 

   合計  2,529,911 3,008,607 

５ 期末商品たな卸高  411 470 

６ 期末製品たな卸高  126,627 2,402,872 61.6 90,369 2,917,767 63.0

売上総利益  1,496,530 38.4  1,711,198 37.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  

１ 役員報酬  90,900 83,132 

２ 給料手当  215,584 247,733 

３ 賞与手当  57,104 77,897 

４ 退職給付費用  7,728 8,321 

５ 役員退職慰労 
  引当金繰入額 

 7,000 6,330 

６ 地代家賃  55,095 58,732 

７ 減価償却費  26,276 27,689 

８ 研究開発費  225,957 217,564 

９ 支払手数料  174,709 229,060 

10 貸倒引当金繰入額  13,376 ― 

11 その他  283,423 1,157,156 29.7 311,312 1,267,774 27.4

営業利益  339,373 8.7  443,423 9.6

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  763 157 

２ 有価証券利息  3,081 815 

３ 受取配当金  180 174 

４ 役員保険解約益  ― 12,486 

５ その他  1,579 5,605 0.1 1,742 15,375 0.3
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第30期 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  6,624 3,150 

２ 社債利息  3,235 3,215 

３ 支払保証料  4,160 3,965 

４ 新株発行費  545 14,947 

５ 社債発行費  1,500 1,250 

６ 株式公開関連費用  ― 9,836 

７ 手形売却損  5,523 2,428 

８ 為替差損  4,300 5,557 

９ その他  63 25,953 0.6 1,533 45,885 1.0

経常利益  319,025 8.2  412,913 8.9

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益  ― 431 

２ 貸倒引当金戻入益  ― ― ― 400 831 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※２ ― 3,791 

２ 固定資産除却損 ※３ 1,940 689 

３ 貸倒損失  ― 1,940 0.1 16,756 21,237 0.5

税引前当期純利益  317,085 8.1  392,507 8.4

法人税、住民税 
及び事業税 

 153,796 170,220 

法人税等調整額  △11,951 141,845 3.6 7,504 177,724 3.8

当期純利益  175,239 4.5  214,782 4.6

前期繰越利益  216,659  321,199

当期未処分利益  391,899  535,981
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製造原価明細書 

 

  
第30期 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12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  1,776,353 71.9 2,067,215 72.9

Ⅱ 労務費  450,894 18.2 475,111 16.7

Ⅲ 経費 ※２ 243,571 9.9 294,250 10.4

当期総製造費用  2,470,820 100.0 2,836,577 100.0

期首仕掛品たな卸高  212,472 237,003 

合計  2,683,293 3,073,580 

期末仕掛品たな卸高  237,003 206,194 

当期製品製造原価  2,446,289 2,867,385 

   

 

(注) 

 

第30期 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１ 原価計算の方法 

   当社の原価計算は、実際原価による総合原価

計算(一部は個別原価計算)であります。 

１ 原価計算の方法 

同左 

※２ 主な内訳は、次のとおりであります。 

外注加工費 79,480千円

減価償却費 65,247千円

賃借料 21,665千円

リース料 12,637千円
 

※２ 主な内訳は、次のとおりであります。 

外注加工費 134,967千円

減価償却費 65,802千円

賃借料 25,209千円
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③ 【利益処分計算書】 

 

  
第30期 

(平成15年３月28日) 
第31期 

(平成16年３月30日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  391,899  535,981

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  44,700 64,025 

２ 役員賞与金  26,000 32,000 

(うち監査役賞与金)  (―) 70,700 (―) 96,025

Ⅲ 次期繰越利益  321,199  439,956

   

(注) 日付は株主総会承認年月日であります。 
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重要な会計方針 

 

項目 
第30期 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式 

  移動平均法に基づく原価法 

(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) 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 

   移動平均法に基づく原価法 

 ② 時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1) 商品・製品・仕掛品・原材料 

  総平均法に基づく原価法 

(1) 商品・製品・仕掛品・原材料 

同左 

 (2) 貯蔵品 

  最終仕入原価法に基づく原価法 

(2) 貯蔵品 

同左 

３ 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
 

(1) 有形固定資産 

同左 

 (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。 

(2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

  定額法を採用しております。 

(3) 長期前払費用 

同左 
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項目 
第30期 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

４ 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 

 

平成15年９月12日付一般募集による新

株式の発行は、引受証券会社が引受価

額で買取引受を行い、当該引受価額と

は異なる発行価格で一般投資家に販売

するスプレッド方式によっておりま

す。スプレッド方式では、引受価額と

発行価格との差額22,750円が事実上の

引受手数料であり、引受価額と同一の

発行価格で一般投資家に販売する従来

の方式であれば新株発行費として処理

されていたものであります。 

このため、従来の方式に比べ、資本金

及び資本準備金の合計額と新株発行費

がそれぞれ31,850千円少なく計上さ

れ、経常利益及び税引前当期純利益が

それぞれ同額多く計上されておりま

す。 

 (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。 

(2) 社債発行費 

同左 

５ 外貨建の資産及び負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

同左 

６ 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。 

(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。 

(2) 退職給付引当金 

同左 

 (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。 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

７ 収益及び費用の計上基

準 

原則として出荷基準によっております

が、個別受注物件の販売については検

収基準を採用しております。 

同左 

８ 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 
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項目 
第30期 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

９ 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 

 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。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

(2) 資本の部 

財務諸表等規則の改正により、当事業
年度における貸借対照表の資本の部に
ついては、改正後の財務諸表等規則に
より作成しております。 

(3) １株当たり情報 

当事業年度から「１株当たり当期純利
益に関する会計基準」(企業会計基準第
２号)及び「１株当たり当期純利益に関
する会計基準の適用指針」(企業会計基
準適用指針第４号)を適用しておりま
す。 
なお、これによる影響については、
「１株当たり情報に関する注記」に記
載しております。 
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表示方法の変更 

 

第30期 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

――― 前事業年度まで流動資産の「その他」に含めて表示し
ていた「未収入金」は、資産合計の100分の１を超える
ことになったため、当事業年度から区分掲記すること
に変更いたしました。 
なお、前事業年度における「未収入金」の金額は1,998
千円であります。 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

第30期 
(平成14年12月31日) 

第31期 
(平成15年12月31日) 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

   担保に供している資産 

 建物 40,079千円

 土地 277,054千円

 計 317,133千円
 

※１ 担保に供している資産及びこれに対応する債務 

   担保に供している資産 

 建物 36,929千円

 土地 277,054千円

 計 313,983千円
 

   上記に対応する債務 

 １年以内返済予定長期借入金 40,524千円

 長期借入金 27,798千円

 計 68,322千円
 

   上記に対応する債務 

 １年以内返済予定長期借入金 27,798千円

 計 27,798千円
 

※２ 会社が発行する株式 1,000,000株

   発行済株式総数 372,500株
 

※２ 会社が発行する株式 普通株式 29,800株

   発行済株式総数   普通株式 9,850株
 

※３ 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 12,916千円
 

※３ 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 7,859千円
 

※４ 配当制限 

商法第290条第１項第６号に規定する純資産額 

1,916千円

※４ 配当制限 

商法施行規則第124条第３号に規定する純資産額 

11,427千円

 

(損益計算書関係) 

 

第30期 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 225,957千円
 

※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 217,564千円
 

※２         ――― ※２ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

 機械装置 3,791千円

 計 3,791千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

 建物 43千円

 構築物 23千円

 工具器具備品 1,873千円

 計 1,940千円
 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

 工具器具備品 689千円

 計 689千円
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(リース取引関係) 

 

第30期 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15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 

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 

(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) 

期末残高
相当額 
(千円) 

機械及び装置 14,256 9,702 4,554

車両運搬具 7,020 7,020 ―

工具器具備品 44,372 40,720 3,651

ソフトウエア 6,756 6,756 ―

合計 72,404 64,198 8,205

 

 
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) 

機械及び装置 14,256 12,078 2,178

車両運搬具 7,620 1,143 6,477

工具器具備品 43,745 37,712 6,033

合計 65,621 50,933 14,688

 

  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。 

同左 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5,317千円

１年超 2,887千円

合計 8,205千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 5,336千円

１年超 9,351千円

合計 14,688千円
 

  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。 

同左 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 12,713千円

減価償却費相当額 12,713千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 6,857千円

減価償却費相当額 6,857千円
 

(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 

 



ファイル名:160_9215808271606.doc 更新日時:2004/05/15 10:51 印刷日時:04/05/18 5:22 

― 74 ― 

(有価証券関係) 

前事業年度(自 平成14年１月１日 至 平成14年12月31日)及び当事業年度(自 平成15年１月１

日 至 平成15年12月31日)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。 

 

(税効果会計関係) 

 

第30期 
(平成14年12月31日) 

第31期 
(平成15年12月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)  

①流動資産  

 未払事業税 7,721千円 

 貸倒引当金繰入超過額 798千円 

 その他 1,550千円 

 計 10,071千円 

②固定資産  

 ソフトウエア償却超過額 7,720千円 

 長期前払費用償却超過額 4,104千円 

 退職給付引当金繰入超過額 53,699千円 

 役員退職慰労引当金 42,892千円 

 その他 5,693千円 

 計 114,110千円 

 繰延税金資産合計 124,181千円 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

(繰延税金資産)  

①流動資産  

 未払事業税 8,727千円 

 たな卸資産評価損 4,887千円 

 その他 1,604千円 

 計 15,219千円 

②固定資産  

 ソフトウエア償却超過額 3,734千円 

 退職給付引当金繰入超過額 67,737千円 

 役員退職慰労引当金 28,200千円 

 その他 1,785千円 

 計 101,458千円 

 繰延税金資産合計 116,677千円 
 

 
(繰延税金負債)  

 固定負債  

 その他有価証券評価差額金 △1,391千円 

  

 繰延税金資産純額 122,790千円 
  

 
(繰延税金負債)  

 固定負債  

 その他有価証券評価差額金 △8,292千円 

  

 繰延税金資産純額 108,385千円 
    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 42.1％

 (調整) 

 交際費等一時差異でない項目 1.0％

 住民税均等割等 1.2％

 その他 0.4％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.7％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 42.1％

 (調整) 

 交際費等一時差異でない項目 1.0％

 住民税均等割等 1.0％

 税額変更による期末繰延税金資産の減
額修正 

0.9％

 その他 0.3％

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.3％
 

――― 

 

 

３ 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日に公布されたことに伴
い、当事業年度の繰延税金資産及び繰延税金負債
の計算(ただし、平成17年１月１日以降解消が見込
まれるものに限る。)に使用した法定実効税率は、
前事業年度の42.1％から40.7％に変更されており
ます。 

  その結果、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金
額を控除した金額)が3,385千円減少しておりま
す。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 
第30期 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１株当たり純資産額 4,626円19銭 246,368円00銭

１株当たり当期純利益 483円27銭 21,628円53銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 

新株引受権残高及びストックオプシ

ョン制度導入による新株予約権残高

がありますが、当社株式は非上場・

非登録であり、期中平均株価の把握

が困難であるため記載しておりませ

ん。 

19,440円83銭
当事業年度から「１株当たり当期純

利益に関する会計基準」(企業会計

基準第２号)及び「１株当たり当期

純利益に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第４号)

を適用しております。 

また、平成15年５月１日をもって普

通株式50株を１株への株式併合を行

っております。 

なお、同会計基準及び適用指針を前

事業年度に適用し、かつ前期首に株

式併合が行われたと仮定した場合の

前事業年度における１株当たり情報

については、以下のとおりとなりま

す。 

１株当たり純資産額 
227,819円61銭

１株当たり当期純利益 
20,579円09銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
新株引受権残高及びストックオプシ

ョン制度導入による新株予約権残高

がありますが、当社株式は非上場・

非登録であり、期中平均株価の把握

が困難であるため記載しておりませ

ん。 

 

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 
第30期 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１株当たり当期純利益 

当期純利益(千円) ― 214,782

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 32,000

(うち利益処分による役員賞与金(千円)) (―) (32,000)

普通株式に係る当期純利益(千円) ― 182,782

普通株式の期中平均株式数(株) ― 8,451

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

当期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式数増加数(株) ― 951

(うち新株引受権(株)) (―) (359)

(うち新株予約権(株)) (―) (592)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要 

― ―



ファイル名:160_9215808271606.doc 更新日時:2004/05/15 10:51 印刷日時:04/05/18 5:22 

― 76 ― 

(重要な後発事象) 
 

第30期 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１ 株式併合 

  平成15年３月28日開催の定時株主総会決議により、

次のとおり株式の併合を行いました。 

 (1) 併合方法 

   平成15年５月１日付をもって普通株式50株を１株

に併合する。 

 (2) 併合により減少した株式の種類及び数 

   普通株式  365,050株 

２ 新株予約権の付与 

  平成15年３月28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

トックオプションを目的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、監査役、従業員及び当社子会社取

締役 

 (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2,000株を上限とする。ただし、当

社が株式分割又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していない

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 

   20個(新株予約権１個あたりの目的となる株式数

100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 

   １株当たりの払込金額は、4,650円とする。 

   なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式

併合を行う場合及び、時価を下回る価額で新株式

発行又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17年４月15日から平成20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は、権利行使時に

おいても、当社又は、当社の子会社の取締役、

監査役もしくは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。 

１ 株式分割 
平成15年12月４日開催の取締役会において、株式
の分割(無償交付)を決議いたしました。 

(1) 平成16年２月20日付けをもって、次のとおり普
通株式１株を３株に分割する。 

①  分割により増加する株式数 
普通株式とし、平成15年12月31日最終の発行済
株式総数に２を乗じた株式数とする。 

②  分割の方法 
      平成15年12月31日最終の株主名簿及び実質株主

名簿に記載または登録された株主の所有株式数
を、１株につき３株の割合をもって分割する。 

  (2) 配当起算日 
      平成16年１月１日 
前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合にお
ける(１株当たり情報)の各数値はそれぞれ以下のとお
りであります。 

前事業年度 
(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日)

当事業年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日)

１株当たり純資産額 
75,939円87銭

１株当たり純資産額 
82,122円67銭

１株当たり当期純利益 
6,859円70銭

１株当たり当期純利益 
7,209円51銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 
新株引受権残高及びスト
ックオプション制度導入
による新株予約権残高が
ありますが、当社株式は
非上場・非登録であり、
期中平均株価の把握が困
難であるため記載してお
りません。 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

6,480円74銭
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第30期 

(自 平成14年１月１日 
至 平成14年12月31日) 

第31期 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

  ② 対象者に法令又は当社内部規律に違反する行為

があった場合、又は新株予約権の付与の目的上

対象者に本新株予約権を行使させることが相当

でないとされる事由が生じた場合は、対象者に

付与された本新株予約権は直ちに失効し、その

後新株予約権を行使することができないものと

する。 

  ③ 本新株予約権の譲渡、質入その他一切の処分は

認められないものとする。 

  ④ 対象者の相続人は本新株予約権を行使すること

ができないものとする。 

  ⑤ 対象者は、付与を受けた本新株予約権の全部又

は一部を行使することができる。 

  ⑥ 対象者は、付与を受けた本新株予約権の行使に

よって発行される株式の発行価額の合計額が年

間(１月１日から12月31日まで)12,000千円を超

えないよう、付与を受けた本新株予約権を行使

しなければならない。 

  ⑦ 本新株予約権に関するその他の細目事項につい

ては、本総会以後に開催される取締役会決議に

よるものとする。 

 (8) 新株予約権の消滅事由及び条件 

   当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたと

き、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認

の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承

認されたときは、新株予約権は無償で消却するこ

とができる。 

  ① 新株予約権者が権利行使する前に、当社又は、

当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位喪

失により新株予約権を行使できなかった場合、

当該新株予約権については、無償で消却するこ

とができる。 

  ② 当社が平成17年４月15日までに上場申請したに

も関わらず上場できなかった場合は、新株予約

権は失効するものとして全て無償で消却する。

 (9) 新株予約権の譲渡制限 

   新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要す

る。 
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④ 【附属明細表】(平成15年12月31日現在) 

【有価証券明細表】 

【株式】 

 

銘柄 株式数(株) 貸借対照表計上額(千円) 

(投資有価証券)   

その他有価証券   

グローリー工業㈱ 10,570 41,329 

エム コマース㈱ 100 5,000 

計 ― 46,329 

 

【その他】 

 

種類及び銘柄 投資口数等(口) 貸借対照表計上額(千円) 

(有価証券)   

その他有価証券   

野村證券フリー 
ファイナンシャルファンド 

60,000,006 60,000 

野村證券 公社債投資信託 153,354,362 153,354 

計 ― 213,354 
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【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
又は償却 

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 239,113 2,927 ― 242,040 172,353 6,465 69,687

 構築物 7,301 ― ― 7,301 3,565 957 3,736

 機械及び装置 86,899 17,900 6,089 98,710 38,412 11,244 60,297

 車両運搬具 5,386 6,485 ― 11,871 7,010 1,932 4,860

 工具器具備品 293,494 50,801 63,237 281,058 210,250 50,528 70,808

 土地 277,054 ― ― 277,054 ― ― 277,054

有形固定資産計 909,249 78,113 69,326 918,037 431,592 71,129 486,445

無形固定資産   

 ソフトウエア 150,322 4,867 ― 155,190 99,065 31,978 56,124

 その他 3,476 37 ― 3,514 ― ― 3,514

無形固定資産計 153,798 4,905 ― 158,704 99,065 31,978 59,638

長期前払費用 78,335 1,222 85 79,472 48,366 15,829 31,105

繰延資産   

 新株発行費 ― 14,947 ― 14,947 14,947 14,947 ―

 社債発行費 ― 1,250 ― 1,250 1,250 1,250 ―

繰延資産計 ― 16,197 ― 16,197 16,197 16,197 ―

(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

機械装置 製品の鉛フリー化対応設備 17,900千円

工具器具備品 新製品生産のための金型・治工具代 25,936千円

 検査・解析工具 14,020千円

２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。 

工具器具備品 償却完了に伴う除却 43,810千円
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【資本金等明細表】 

 

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金 (千円) 643,925 239,750 ― 883,675

普通株式 (株) (372,500) (   2,400) (  365,050) (   9,850)

普通株式 (千円) 643,925 239,750 ― 883,675

計 (株) (372,500) (   2,400) (  365,050) (   9,850)

資本金のうち 
既発行株式 

計 (千円) 643,925 239,750 ― 883,675

(資本準備金)  

株式払込剰余金 (千円) 593,925 342,125 ― 936,050
資本準備金及び 
その他資本剰余金 

計 (千円) 593,925 342,125 ― 936,050

(利益準備金) (千円) 11,590 ― ― 11,590

(任意積立金)  

別途積立金 (千円) 80,000 ― ― 80,000

利益準備金及び 
任意積立金 

計 (千円) 91,590 ― ― 91,590

(注) １．新株引受権付社債の新株引受権が全額行使されたことにより、発行済株式総数が1,000株、資本金が

61,250千円、資本準備金が62,475千円それぞれ増加しております。 

２．公募増資を行ったことにより、発行済株式総数が1,400株、資本金が178,500千円、資本準備金が

279,650千円それぞれ増加しております。 

３．普通株式50株を１株への株式併合を行ったことにより、発行済株式総数が365,050株減少しております。 

 

【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) 

貸倒引当金 17,076 3,600 13,076 4,000 3,600

役員退職慰労引当金 102,000 6,330 39,030 ― 69,300

(注) 貸倒引当金の当期減少額の「その他」の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。 
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(2) 【主な資産及び負債の内容】(平成15年12月31日現在) 

ａ 資産の部 

イ 現金及び預金 

 

区分 金額(千円) 

現金 1,690

預金の種類 

当座預金 10,832

普通預金 73,692

通知預金 30,000

定期預金 615,368

計 729,893

合計 731,583

 

ロ 受取手形 

(イ) 相手先別内訳 

 

相手先 金額(千円) 

シャープ株式会社 244,593

日本無線株式会社 72,197

株式会社サトー 31,670

ダイワボウ情報システム株式会社 16,497

都築電産株式会社 14,805

その他 47,181

合計 426,945

 

(ロ) 期日別内訳 

 

期日別 金額(千円) 

平成15年12月(注) 7,859

平成16年１月 97,222

平成16年２月 99,478

平成16年３月 99,923

平成16年４月 77,135

平成16年５月 45,326

合計 426,945

(注) 当期末日が金融機関の休日であったことによるものであります。 
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ハ 売掛金 

(イ) 相手先別内訳 
 

相手先 金額(千円) 

京セラミタ株式会社 222,943

シャープ株式会社 50,002

新潟富士ゼロックス製造株式会社 39,064

日本無線株式会社 38,822

理想科学工業株式会社 35,067

その他 265,188

合計 651,089

 

(ロ) 売掛金滞留状況 
 

期首残高(千円) 
 

(Ａ) 

当期発生高(千円) 
 

(Ｂ) 

当期回収高(千円)
 

(Ｃ) 

当期末残高(千円)
 

(Ｄ) 

回収率(％) 
 

(Ｃ) 
(Ａ)＋(Ｂ) 

×100 
 

滞留期間(日) 
(Ａ)＋(Ｄ)

２ 
(Ｂ) 
365 
 

781,618 4,854,774 4,985,303 651,089 88.4 53.86

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

 

ニ 商品 
 

区分 金額(千円) 

温度表示ラベル 470

合計 470

 

ホ 製品 
 

区分 金額(千円) 

プリントサーバＰｒｉｃｏｍ 18,656

指紋認証装置 21,335

オプションパネル装置 9,113

その他 41,263

合計 90,369
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ヘ 原材料 

 

区分 金額(千円) 

ＬＳＩ 21,638

リニアＩＣ、アナログＩＣ 17,834

ＲＡＭ 16,390

ユニット 12,568

コネクタ 11,742

コンデンサ 11,689

無線モジュール 11,514

その他 100,045

合計 203,421

 

ト 仕掛品 

 

区分 金額(千円) 

プリントサーバＰｒｉｃｏｍ 24,763

指紋認証装置 7,111

オプションパネル装置 4,959

ソフトウエア受注品 31,740

ハードウエア受注品 26,231

その他 111,388

合計 206,194

 

チ 貯蔵品 

 

区分 金額(千円) 

未使用切手・印紙 36

その他 60

合計 96

 

リ 未収入金 

 

相手先 金額(千円) 

ダイヤモンドファクター株式会社 358,722

その他 7,786

合計 366,508
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ｂ 負債の部 

イ 支払手形 

(イ) 相手先別内訳 
 

相手先 金額(千円) 

岡本無線電機株式会社 58,025

富士電機産業株式会社 20,130

株式会社ヌマタ 15,986

サンワテクノス株式会社 9,313

因幡電機産業株式会社 7,568

その他 28,348

合計 139,372

 

(ロ) 期日別内訳 
 

期日別 金額(千円) 

平成16年１月 32,811

平成16年２月 38,608

平成16年３月 31,060

平成16年４月 36,892

合計 139,372

 

ロ 買掛金 

 

区分 金額(千円) 

湊ハマ株式会社 65,693

加賀電子株式会社 15,289

株式会社メイコー 11,020

岡本無線電機株式会社 7,411

株式会社ヌマタ 5,762

その他 55,005

合計 160,182
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ハ 社債 

 

銘柄 
(うち一年以内償還予定額) 

金額(千円) 

第２回無担保社債 
(    ―)

100,000

第３回無担保社債 
(  100,000)

100,000

第４回無担保社債 
(    ―)

100,000

第５回無担保社債 
(  36,000)

78,000

第６回無担保社債 
(  20,000)

70,000

第７回無担保社債 
(    ―)

100,000

合計 
(  156,000)

548,000

 

ニ 退職給付引当金 

 

科目 金額(千円) 

退職給付引当金 199,400

 

(3) 【その他】 

該当事項はありません。 
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

決算期 12月31日 

定時株主総会 ３月中 

株主名簿閉鎖の期間 ― 

基準日 12月31日 

株券の種類 １株券、10株券、100株券 

中間配当基準日 ６月30日 

１単元の株式数 ― 

株式の名義書換え  

  取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 本店 

  代理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 
日本証券代行株式会社 本支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

端株の買取り  

  取扱場所 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 本店 

  代理人 
東京都港区芝三丁目33番１号 
中央三井信託銀行株式会社 

  取次所 
中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 
日本証券代行株式会社 本支店 

  買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 

公告掲載新聞名 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項はありません。 

(注) 当社は商法第220条ノ２第１項に規定する端株原簿を作成しております。 
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第７ 【提出会社の参考情報】 

(1) 
 
 

有価証券届出書 
及びその添付書類 
 

ブックビルディング方式による株式の
募集及び売出しによるものでありま
す。 

 
平成15年８月８日 
近畿財務局長に提出。 
 

 
(2) 
 

 
有価証券届出書 
の訂正届出書 

 
上記(1)に係る訂正届出書であります。
 

 
 
平成15年８月25日 
近畿財務局長に提出。 

 
(3) 
 

 
有価証券届出書 
の訂正届出書 

 
上記(1)及び(2)に係る訂正届出書であ
ります。 

 
 
平成15年９月３日 
近畿財務局長に提出。 

(4) 
 

 
臨時報告書 
 
 

 
企業内容等の開示に関する内閣府令第
19条第２項第４号(主要株主の異動)の
規定に基づくものであります。 

 
平成15年９月16日 
近畿財務局長に提出。 

 
(5) 
 

 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

 
事業年度 
(第31期) 

 
自 平成15年１月１日
至 平成15年12月31日

 
 
平成16年３月30日 
近畿財務局長に提出。 
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第三部 【提出会社の保証会社等の情報】 

第１ 【保証会社情報】 

該当事項はありません。 

 

第２ 【保証会社以外の会社の情報】 

該当事項はありません。 

 

第３ 【指数等の情報】 

該当事項はありません。 

 

 

第四部 【特別情報】 

第１ 【最近の財務諸表】 

継続開示会社であるため、記載を省略しております。 

 

第２ 【保証会社及び連動子会社の最近の財務諸表又は財務書類】 

該当事項はありません。 
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