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平成16年12月期  中間決算短信（連結） 
平成16年8月19日 

会 社 名 サイレックス・テクノロジー株式会社   登録銘柄 

コード番号  ６６７９                本社所在都道府県 大阪府 

（ＵＲＬ http://www. silex.jp） 

代  表  者 役  職  名 取締役兼代表執行役社長 

        氏    名 河野 剛士 

問い合わせ先 責任者役職名 執行役財務部長 

        氏    名 大谷 哲夫        ＴＥＬ（06）6730－3751 

決算取締役会開催日  平成16年8月19日 

親会社名      （コード番号：－）         親会社における当社の株式保有比率 －％ 

米国会計基準採用の有無  無 
 
１．16年6月中間期の連結業績（平成16年1月1日～平成16年6月30日） 

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

 売上高 営業利益 経常利益 
 
16年6月中間期 
15年6月中間期 

百万円   ％
2,649（16.6）
2,272（34.4）

百万円   ％
480（ 98.1）
242（154.7）

百万円   ％
464（ 89.5）
245（182.8）

15年12月期 4,642 441 411 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
16年6月中間期 
15年6月中間期 

百万円   ％
250（105.2）
122（150.9）

円   銭
8,391      57
16,072      70

円   銭
7,899      13
－   －

15年12月期 214 21,591      66 19,407      69

(注)①持分法投資損益 16年6月中間期  －百万円  15年6月中間期  －百万円  15年12月期  －百万円 

②期中平均株式数(連結) 16年6月中間期 29,836株 15年6月中間期 7,593株 15年12月期 8,451株 

③会計処理の方法の変更   無 

④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

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

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本
 
16年6月中間期 
15年6月中間期 

百万円 
5,485 
3,605 

百万円
3,724
1,890

％ 
67.9 
52.4 

円   銭
111,015      04
223,695   99

15年12月期 3,864 2,441 63.2 244,591   14

(注)期末発行済株式数(連結) 16年6月中間期 33,550株 15年6月中間期 8,450株 15年12月期 9,850株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況                         （百万円未満切捨表示） 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高

 
16年6月中間期 
15年6月中間期 

百万円 
623 
140 

百万円
△51
52

百万円 
984 
△36 

百万円
2,145
726

15年12月期 △301 △4 329 588

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 3社   持分法適用非連結子会社数 －社   持分法適用関連会社数 －社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) －社   (除外) －社    持分法 (新規) －社   (除外) －社 
 
２．16年12月期の連結業績予想（平成16年1月1日～平成16年12月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円
5,150

百万円
730

百万円
390

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 11,624円44銭                      

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績は、今後様々な

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

さい。 
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 １．企業集団の状況 

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。 

 

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、IPX/SPX、AppleTalk、NetBEUI等の通信プロトコルを搭載しており、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。 

 

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 

内蔵型プリントサーバ イーサネット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対応プリントサーバ 

アプライアンスサーバ 

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 

ペリフェラルプロダクツ事業 

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 

指紋認証装置 PCカードタイプ指紋認証センサ 

ICカード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 

情報機器事業 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国内顧客 

サイレックス・テクノロジー株式会社 （silex technology，Inc.） 

製品販売 製品開発 技術サポート 

技術サポート 

silex technology europe GmbH(*) 北京捷希凱網絡技術有限公司 
silex technology beijing, Inc. (*)

silex technology america，Inc.(*)

海外顧客 

製品供給 製品供給 製品供給 

製品開発・製品販売 製品開発・製品販売 製品開発・製品販売 

技術サポート 技術サポート 

技術支援・開発協力 技術支援・開発協力 技術支援・開発協力 
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２．経 営 方 針 

(1) 経営の基本方針 

（不進則退）：当社では、継続性こそが最大の社会性と考え、企業が永続的に継続するためには立ち止まら

ず、絶えず進化し、成長し、顧客の満足を得つづけます。大きくすることより、足腰を強くし続けることに重

きを置き、自己満足に陥らず、「これで良い」と思った瞬間から崩壊が始まることを肝に銘じ、安定を勝ち取

るために積極性を欠かしません。 

当社は、人々にコンピュータやネットワークをもっと身近に感じてもらい、大きな感動を与える製品やサー

ビスを継続的に提供することを使命として事業を行ってまいります。その活動を通じて、より豊かな社会の実

現に貢献していきます。 

 

(2) 利益分配に関する基本方針 

当社は、利益配分を重要な政策として位置づけ、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。 

なお、内部留保金につきましては、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。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社といたしましては、個人投資家層の拡大ならびに株式の流動性を高めるために、平成16年2月に1株につ

き3株の割合をもって株式分割を実施いたしました。また、今後さらに投資単位の引下げが必要となった場合は、

業績、市況を勘案しその効果ならびに費用などを慎重に検討したうえで、株主利益の最大化を基本に決定して

まいりたいと考えております。 

 

(4) 目標とする経営指標 

当社は、付加価値成長性を重視し、経常利益拡大を目指しております。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 

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。 
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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。 

 

(6) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

    当社は、平成16年３月30日開催の定時株主総会決議により、同日を以って委員会等設置会社に移行いたしま

した。 

委員会等設置会社体制の下で、経営の監督と業務執行が分離され、執行役に業務執行の権限が大幅に委譲され、

迅速性の高い経営を行うことが可能になっております。また、取締役会の議長は社外取締役が務めているほか、

社外取締役が過半数を占める｢指名委員会｣｢監査委員会｣｢報酬委員会｣の３委員会の設置により、経営に対する

監督機能を強化し、経営の透明性を高めております。 

 

（コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

①会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状

況 

当社は、先述のとおり、委員会等設置会社に移行しましたが、取締役６名中、社外取締役が３名を占めてい

るほか、執行役を兼務する取締役は１名だけであり、経営の監督と業務執行を実質的にも分離し、コーポレー

ト・ガバナンスの強化を図っております。 

各種委員会の概要につきましては以下のとおりであります。 

株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定する機関である指名委員会は、執行

役を兼務する河野剛士および社外取締役の森谷冝暉、掛川和彦の３名で構成され、委員長は河野剛士が務めて

おります。 

監査委員会は、取締役および執行役の職務執行の監査ならびに株主総会に提出する会計監査人の選任および

解任に関する議案の内容の決定する権限を持つ機関でありますが、執行役を兼務しない取締役の鈴木祐二と社

外取締役の森谷冝暉、星島正義の３名で構成され、委員長は鈴木祐二が務めております。 

取締役および執行役の個人別の報酬の内容を決定する機関である報酬委員会は、社外取締役の森谷冝暉、掛

川和彦と執行役を兼務する河野剛士の３名で構成し、委員長は社外取締役で取締役会議長でもある森谷冝暉が

務めております。 

 

業務執行・監視の仕組み等は以下のとおりであります。 

当社は、６名の執行役が、取締役会の決議により委任を受けた事項の決定を行うとともに、業務の執行を行

っております。執行役に委任された事項のうち、特に重要な事項につきましては、担当執行役と代表執行役が

綿密な協議を行い、代表執行役が決定することにより、よりスピード感のある経営を行っております。執行役

の業務執行の監視は、取締役会および監査委員会によって行われており、内部監査部門への指示のほか、監査

委員長の鈴木祐二（常勤取締役）による監査を実施しております。 

 

当社は、企業経営および日常業務執行における重要事項に関して、必要に応じて外部の弁護士による専門的

見地からの助言を受けております。会計監査人である中央青山監査法人からは、財務諸表監査だけでなく、内

部統制システムの構築等についても適宜助言を受けております。 
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②会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

      社外取締役の掛川和彦は、株式会社イントの代表取締役であり、当社は同社へ人事システムコンサルティング

の業務委託を行っております。なお、当上半期の取引金額は、1,178千円であります。  

その他の社外取締役とは、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 

   

③会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近１年間における実施状況 

先述のとおり、平成16年３月に委員会等設置会社に移行し、コーポレート・ガバナンスの充実を図っており

ます。 

 

３．当中間期の経営成績及び財政状況 

（1）当中間期の経営成績 

①中間期の概況 

上半期のわが国経済は、中国を中心とするアジア地域や米国向けの輸出と設備投資の増加が続くなか、個人

消費が持ち直すなど、堅調な拡大が続きました。 

当社グループの主力分野である「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では飽和感が続くものの、ネットワーク装

着率は着実に上昇する一方、いわゆるMFP(複合機)関連の市場が拡大し、当社グループの業績拡大に好影響を及

ぼしました。 

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、国内のより多くのプリンタメーカと更

に高いレベルでの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ました。また、自社製品ではSSL（暗号化通信）に対応しセキュアプリンティン

グを実現するPRICOM C－540TS、USB2.0 Hi-Speed対応のPRICOM R－9500U2、USB2.0 Hi-Speedを４ポート搭載し

MFPに対応可能なPRICOM SX－5000U2および無線LAN対応(IEEE802.11b)MFPサーバのPRICOM SX－3700WBを発売い

たしました。以上の結果、当中間期のペリフェラルプロダクツ事業部門の売上高は、前年同期比30.9％増加し、

23億82百万円となりました。 

情報機器事業部門では、指紋認証装置においてはその市場が依然として立ち上がり途上にあり、売上高は微

増に止まっておりますものの、機能評価用のための受注や引き合いが急速に増加しており、市場のテイクオフ

の瞬間が近づいていると考えております。当社グループでは、研究開発に拍車をかける一方、諸外国の企業と

の積極的な提携を進め、商品力・サポート力の強化ならびに差別化に注力し、その成果は着実にあがっている

と自負しております。一方、特注機器は昨年１０月から低採算のプリンタアセンブル業務を顧客に返上したこ

とにより、収益面への影響は極めて軽微なものの、売上高は大幅に減少いたしました。その結果、情報機器事

業部門の売上高は、前年同期比40.9％減少し、２億67百万円に止まりました。 

また、生産部門においても、営業部門・開発部門との連携を強化し、生産性向上、コストダウン、短納期対

応、在庫削減に注力し、大きな成果をあげております。 

以上の結果、当中間期の連結業績は、売上高が、前年同期比16.6％増加し、26億49百万円となりました。 

利益面では、営業利益が98.1％増加の４億80百万円、経常利益は89.5％増加の４億64百万円となり、中間純

利益は105.2％増加の２億50百万円を計上することができました。 

 

  ②キャッシュ・フローの状況 

当中間期末における現金及び現金同等物は前中間期末残高に比較して、14億18百万円増加し、21億45百万円

となりました。 
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当中間期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・フローは前年同期比４億82百万円増加し、６億23百万円となりました。これは、

売上増加等に伴う売上債権及び仕入債務の増加があったものの、たな卸資産の削減に努めたことと、何にも増

して収益が好調であったことによるものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動によるキャッシュ・フローは前年同期比１億4百万円減少し、△51百万円となりました。これは主に、

新製品製造のための金型投資等によるものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期比10億20百万円増加し、9億84百万円となりました。これは、

６月に公募による新株発行を行ったことによるものであります。 

 

２．通期の見通し 

今後の見通しにつきましては、年後半には米国や中国経済の減速が懸念されており、成長を牽引してきた輸

出の伸びが鈍化し、個人消費も消費の源泉である雇用者所得の伸びは限定的なものに止まる等、経営環境は予

断を許しません。 

一方、当社グループの主力ビジネスであるプリントサーバビジネスは、製品供給形態が内蔵タイプからソフ

トウエアライセンスへのシフトが進み、売上高ベースでの伸びは鈍化するものの、企業のネットワークインフ

ラ整備の設備投資は引き続き堅調に推移するものと予想され、数量ベースでの増加基調は当面の間続くものと

見込んでおります。また、未だ小規模ではありますが、海外市場での拡販や指紋認証装置の成長も期待できる

と考えております。 

通期の業績見通しにつきましては、売上高が前期比10.9％増加の51億50百万円、経常利益は77.6％増加の７

億30百万円、当期純利益は81.8％増加の３億90百万円を見込んでおります。 

 

注）上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて算出したものであり、

様々な不確定要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は予想数字と異なる結果となる可能性がありま

すので、この業績予想に全面的に依存し、投資等の判断を行うことは差し控え下さい。
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４．中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

①中間連結貸借対照表 
（単位：千円） 

前中間連結会計期間末 
 

(平成15年6月30日現在) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成16年6月30日現在) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成15年12月31日現在) 科      目 

金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 構成比

(資 産 の 部         )   
%

  
% 

  
%

Ⅰ 流動資産           

 1.  現金及び預金   940,346 2,325,358   776,013

 2.  受取手形及び売掛金 ※3  886,981 1,135,082   1,077,828

 3.  有価証券   153,251 212,262   213,354

 4.  たな卸資産   679,334 445,256   513,426

 5.  未収入金   － 307,640   361,203

 6.  その他   43,555 173,848   46,064

貸倒引当金   △3,994 △2,643   △3,522

   流動資産合計   2,699,473 74.9 4,596,806 83.8  2,984,368 77.2

Ⅱ 固定資産     

 1. 有形固定資産 ※1    

  (1) 土地 ※2  277,054 277,054   277,054

  (2) その他 ※2  219,565 226,100   213,690

   有形固定資産合計   496,619 13.8 503,154 9.2  490,744 12.7

 2. 無形固定資産   72,772 2.0 50,761 0.9  59,661 1.6

 3. 投資その他の資産           

  (1) その他   361,165 335,110   329,420

貸倒引当金   △24,500 －   －

   投資その他の資産合計   336,665 9.3 335,110 6.1  329,420 8.5

   固定資産合計   906,057 25.1 889,026 16.2  879,826 22.8

   資産合計   3,605,531 100.0 5,485,832 100.0  3,864,194 100.0
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(単位：千円) 
前中間連結会計期間末 

 
(平成15年6月30日現在) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成16年6月30日現在) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

(平成15年12月31日現在) 科      目 

金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 構成比

(負 債 の 部         )   
%

  
% 

  
%

Ⅰ 流動負債           

 1. 支払手形及び買掛金   455,729 276,171   299,554

 2. 1年以内返済予定長期借入金 ※2  91,447 20,883   57,259

 3. 1年以内償還予定社債   56,000 156,000   156,000

 4. 未払法人税等   107,102 342,329   102,048

 5. その他   207,738 321,394   143,213

   流動負債合計   918,017 25.5 1,116,777 20.4  758,076 19.6

Ⅱ 固定負債     

1. 社債   520,000 364,000   392,000

2. 長期借入金 ※2  20,883 －   4,196

3. 退職給付引当金   190,400 214,900   199,400

4. 役員退職慰労引当金   66,000 65,600   69,300

   固定負債合計   797,283 22.1 644,500 11.7  664,896 17.2

   負債合計   1,715,300 47.6 1,761,277 32.1  1,422,972 36.8

(資 本 の 部         )    

Ⅰ 資本金   705,175 19.6 1,450,207 26.4  883,675 22.9

Ⅱ 資本剰余金   656,400 18.2 1,502,578 27.4  936,050 24.2

Ⅲ 利益剰余金   520,260 14.4 767,037 14.0  612,691 15.9

Ⅳ その他有価証券評価差額金   3,891 0.1 7,189 0.1  11,427 0.3

Ⅴ 為替換算調整勘定   4,504 0.1 △2,456 △0.0  △2,621 △0.1

   資本合計   1,890,231 52.4 3,724,554 67.9  2,441,222 63.2

   負債及び資本合計   3,605,531 100.0 5,485,832 100.0  3,864,194 100.0
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②中間連結損益計算書 
(単位：千円) 

 

前中間連結会計期間 

自  平成15年1月１日 

至  平成15年6月30日 

 

当中間連結会計期間 

自  平成16年1月１日 

至  平成16年6月30日 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

自  平成15年１月１日 

至  平成15年12月31日 
科      目 

金     額 百分比 金     額 百分比 金     額 百分比

  % % %

Ⅰ 売上高   2,272,520 100.0 2,649,933 100.0  4,642,765 100.0

Ⅱ 売上原価   1,426,842 62.8 1,397,390 52.7  2,916,121 62.8

   売上総利益   845,678 37.2 1,252,543 47.3  1,726,643 37.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  602,977 26.5 771,792 29.2  1,285,152 27.7

営業利益   242,700 10.7 480,751 18.1  441,490 9.5

Ⅳ 営業外収益     

 1. 受取利息  1,031 300  1,399 

  2. 受取配当金  85 280  174 

 3.  役員保険解約益  12,486 －  12,486 

 4. 為替差益  － 2,958  － 

 5. その他  909 14,511 0.6 1,244 4,784 0.2 2,892 16,953 0.4

Ⅴ 営業外費用     

 1. 支払利息  3,269 2,716  6,365 

 2. 支払保証料  2,096 1,742  3,965 

 3. 新株発行費  1,706 16,099  14,947 

 4. 社債発行費  1,250 －  1,250 

 5. 手形売却損  2,428 －  2,428 

  6.  為替差損  386 －  7,030 

 7. 株式公開関連費用  － －  9,836 

 8.  その他  944 12,083 0.5 497 21,055 0.8 1,539 47,363 1.0

   経常利益   245,129 10.8 464,480 17.5  411,079 8.9

Ⅴ 特別利益     

1. 投資有価証券売却益  431 －  431 

2. 貸倒引当金戻入益  － 431 0.0 900 900 0.0 400 831 0.0

Ⅵ 特別損失     

1. 貸倒引当金繰入額  17,000 －  － 

2.  貸倒損失  － －  16,756 

3. 固定資産売却損 ※2 － －  3,791 

4. 固定資産除却損 ※3 － 17,000 0.7 6,356 6,356 0.2 689 21,237 0.5

   税金等調整前 

中間（当期）純利益 
  228,560 10.1 459,023 17.3  390,673 8.4

   法人税、住民税及び事業税  103,031 338,043  169,470 

   法人税等調整額  3,488 106,520 4.7 △129,390 208,652 7.9 6,731 176,202 3.8

   中間（当期）純利益   122,040 5.4 250,370 9.4  214,471 4.6
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③中間連結剰余金計算書 
(単位：千円) 

前中間連結会計期間 

 

自 平成15年1月 1日 

至 平成15年6月30日 

当中間連結会計期間 

 

自 平成16年1月 1日 

至 平成16年6月30日 

前連結会計年度の 

要約連結剰余金計算書 

自 平成15年 1月 1日 

至 平成15年12月31日 科目 

金額 金額 金額 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  936,050  

 1. 資本準備金期首残高   593,925 593,925  593,925 593,925

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 1. 増資による新株式の発行  62,475 62,475 566,528 566,528 342,125 342,125

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高  656,400 1,502,578  936,050

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  612,691  

 1. 連結剰余金期首残高  468,920 468,920  468,920 468,920

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 1. 中間(当期)純利益  122,040 122,040 250,370 250,370 214,471 214,471

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 1. 配当金  44,700 64,025  44,700 

 2. 役員賞与  26,000 70,700 32,000 96,025 26,000 70,700

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  520,260 767,037  612,691
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④中間連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円) 

前中間連結会計期間 

 

自 平成15年1月 1日 

至 平成15年6月30日 

当中間連結会計期間 

 

自 平成16年1月 1日 

至 平成16年6月30日 

前連結会計年度の 

要約連結ｷｬｯｼｭﾌﾛｰ計算書 

自 平成15年 1月 1日 

至 平成15年12月31日 科目 

金額 金額 金額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

1. 税金等調整前中間(当期)純利益 228,560 459,023 390,673

2. 減価償却費 58,377 56,950 121,618

3. 貸倒引当金の増加額（減少は△） 16,995 △879 △7,976

4. 退職給付引当金の増加額 15,600 15,500 24,600

5. 役員退職慰労引当金の減少額 △36,000 △3,700 △32,700

6. 受取利息及び受取配当金 △1,116 △580 △1,574

7. 支払利息 3,269 2,716 6,365

8. 役員保険解約益 △12,486 － △12,486

9. 新株発行費 1,706 16,099 14,947

10. 社債発行費 1,250 － 1,250

11. 固定資産除売却損 － 6,356 4,481

12. 投資有価証券売却益 △431 － △431

13. 売上債権の減少額（増加は△） 42,703 △57,020 △149,947

14. たな卸資産の減少額（増加は△） △137,868 68,121 26,592

15. 未収入金の減少額（増加は△） － 53,594 △361,235

16. 仕入債務の減少額 △27,473 △33,006 △171,647

17. 役員賞与の支払額 △26,000 △32,000 △26,000

18. その他 109,360 172,836 42,413

小計 236,447 724,012 △131,055

19. 利息及び配当金の受取額 1,139 565 1,617

20. 利息の支払額 △3,239 △3,610 △6,853

21. 法人税等の支払額 △93,496 △97,763 △164,992

営業活動によるキャッシュ・フロー 140,850 623,203 △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 △103,736 △136,757 △297,508

2. 定期預金の払戻による収入 81,066 103,740 241,807

3. 有価証券の取得による支出 △41,092 △30,806 △153,354

4. 有価証券の売却による収入 101,801 71,899 213,960

5. 有形固定資産の取得による支出 △34,877 △48,749 △80,745

6. 無形固定資産の取得による支出 △2,898 △6,016 △4,690

7. 投資有価証券の取得による支出 － △0 △6

8. 投資有価証券の売却による収入 1,050 － 1,050

9. その他 51,578 △4,571 75,038

投資活動によるキャッシュ・フロー 52,891 △51,261 △4,448

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

1. 長期借入金の返済による支出 △82,954 △40,572 △133,829

2. 社債の発行による収入 98,750 － 98,750

3. 社債の償還による支出 △128,000 △28,000 △156,000

4. 株式の発行による収入 120,793 1,116,960 565,702

5. 配当金の支払額 △44,700 △64,025 △44,700

財務活動によるキャッシュ・フロー △36,110 984,363 329,923

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 745 22 △3,176

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 158,377 1,556,328 21,014

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 567,721 588,736 567,721

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
726,098 2,145,064 588,736
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

項目 

前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
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. 

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。 

 

（1）連結子会社数 ３社 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主要な非連結子会社 

同左 

(1) 連結子会社数 ３社 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 主要な非連結子会社 

同左 

2.持分法の適用に関する

事項 

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。 

 

同左 同左 

3.連結子会社の（中間）

決算日等に関する事項 

連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致して

おります。 

 

同左 連結子会社の決算日は、連結

決算日と一致しております。

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

 

 

 

 

 

 

 

１）有価証券 

その他有価証券 

①時価のあるもの 

中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

移動平均法に基づき算定

しております。） 

 ②時価のないもの 

移動平均法に基づく原価

法 

２）たな卸資産 

①商品・製品・仕掛品・

原材料 

総平均法に基づく原価法

②貯蔵品 

最終仕入原価法に基づく

原価法 

 

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。 

 

 

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 

同左 

 

２）たな卸資産 

①商品・製品・仕掛品・

原材料 

同左 

 

②貯蔵品 

同左 

 

１）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

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。） 

 ②時価のないもの 

同左 

 

２）たな卸資産 

①商品・製品・仕掛品・

原材料 

同左 

 

②貯蔵品 

同左 

 

１）有形固定資産 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重要な引当金の計上

基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 重要なリース取引の

処理方法 

 

 

 

 

 

(5) その他中間連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための基本と

なる重要な事項 

 

 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 

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。 

 

１）貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘

案し、回収不能見込額を計上

しております。 

２）退職給付引当金 

  従業員の退職金の支給に備

えるため、当中間連結会計期

間末における退職給付債務

の見込額を計上しておりま

す。 

３）役員退職慰労引当金 

  役員に対する退職慰労金の

支給に備えるため、内規に基

づく中間期末要支給額を計

上しております。 

 

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。 

   

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。 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

１）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

２）退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

３）役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

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。 

 

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。 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

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。
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項目 

前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

――― 

 

――― 

 

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. 中間連結キャッシュ・

フロー計算書（連結キ

ャッシュ・フロー計算

書）における資金の範

囲 

中間連結キャッシュ・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 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。      

 

表示方法の変更 
 

前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

――― 

 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間まで流動資産の「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５を超えることに

なったため、当中間連結会計期間から区分掲記することに変更

いたしました。 

なお、前中間連結会計期間における「未収入金」の金額は77千

円であります。 
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追加情報 
 

前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

（自己株式及び法定準備金取崩等に関す

る会計基準） 

当中間連結会計期間から「自己株式及び

法定準備金の取崩等に関する会計基準」

（企業会計基準第１号）を適用しており

ます。 

これによる当中間連結会計期間の損益

に与える影響はありません。 

なお、中間連結財務諸表規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中

間連結貸借対照表の資本の部及び中間

連結剰余金計算書については、改正後

の中間連結財務諸表規則により作成し

ております。 

――― ――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
（平成15年６月30日現在） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年６月30日現在） 

前連結会計年度末 
（平成15年12月31日現在） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

461,338千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

435,249千円 

※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    38,504千円 

    土 地    277,054千円 

     計        315,558千円 

   上記に対応する債務 

    １年以内返済予定 

    長期借入金    33,324千円 

    長期借入金     8,359千円 

      計        41,683千円 

 

※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    35,484千円 

    土 地    277,054千円 

     計        312,538千円 

   上記に対応する債務 

    １年以内返済予定 

    長期借入金     8,359千円 

      計         8,359千円 

※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    27,798千円 

      計        27,798千円 

※３      ――― ※３    ――― ※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 

 

 
(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
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     67,265千円 

       給料手当      138,274千円 

退職給付費用    4,765千円 

役員退職慰労 

引当金繰入額    3,030千円 

研究開発費    109,263千円 

支払手数料     24,519千円 

※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     60,613千円 

       給料手当      176,811千円 

退職給付費用    5,953千円 

役員退職慰労 

引当金繰入額    8,460千円 

研究開発費     95,447千円 

支払手数料     29,498千円 

※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     ――― ※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     ――― ※３ 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  5,447千円 

工具器具及び備品  909千円 

             計        6,356千円 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとお

りであります。 

        工具器具及び備品  689千円 

             計          689千円 
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 (中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
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中間期末残高と中

間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         940,346千円 

預入期間が３か月 

を越える定期預金   △214,247千円 

現金及び現金同等物   726,098千円 

現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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       2,325,358千円 

預入期間が３か月 

を越える定期預金   △280,294千円 

取得日から３か月 

以内に償還期限の 

到来する短期投資    100,000千円 

現金及び現金同等物 2,145,064千円 

 

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 

を越える定期預金   △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 
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
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 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び中間期末残

高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価

償却累計額相当額及び期末残高相

当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

機械装置 
及び運搬具 

21,876 11,271 10,605 

工具器具 
及び備品 

37,355 35,575 1,779 

合計 59,231 46,846 12,384 

 

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

機械装置 
及び運搬具 

21,876 15,171 6,705

工具器具 
及び備品 

10,115 4,892 5,223

合計 31,991 20,063 11,928

 

 
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

ース料中間期末残高が、有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

同左   なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が、有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 5,236千円 

１年超 7,148千円 

 合計 12,384千円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 4,088千円

１年超 7,839千円

 合計 11,928千円
 

(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、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末

残高が、有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 なお、未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が、

有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 3,440千円 

減価償却費相当額 3,440千円 
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 2,855千円

減価償却費相当額 2,855千円
 

(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 

(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) 

前中間連結会計期間末（平成15年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

種        類 取得原価 
中間連結貸借 

対照表計上額 
差額 

  ①  株 式             21,603 28,164 6,560

  ②  債                    券 － － －

  ③  そ の 他             － － －

計 21,603 28,164 6,560

 

２．時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

公社債投資信託                         153,251千円 

 
当中間連結会計期間末（平成16年６月30日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

種        類 取得原価 
中間連結貸借 

対照表計上額 
差額 

  ①  株 式             21,609 34,015 12,405

  ②  債                    券 － － －

  ③  そ の 他             － － －

計 21,609 34,015 12,405

 

２．時価のない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

公社債投資信託                         112,262千円 

フリーファイナンシャルファンド           100,000千円 
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前連結会計年度末（平成15年12月31日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

(単位：千円) 

 取得原価 
連結貸借対照表 
計上額 

差額 

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 

(単位：千円) 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

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 

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 

 

(デリバティブ取引関係) 

当社グループは、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前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。 

 

(セグメント情報) 

１. 事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自平成15年１月１日 至平成15年６月30日)、当中間連結会計期間(自平成16年１月１日 至平成16年

６月30日)及び前連結会計年度(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。 

 

２. 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(自平成15年１月１日 至平成15年６月30日)、当中間連結会計期間(自平成16年１月１日 至平成16年

６月30日)及び前連結会計年度(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。 

 

３. 海外売上高 

前中間連結会計期間(自平成15年１月１日 至平成15年６月30日)当中間連結会計期間(自平成16年１月１日 至平成16年６

月30日)及び前連結会計年度(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。 
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(１株当たり情報) 

 

項目 

前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
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 223,695円99銭 111,015円04銭 244,591円14銭

１株当たり 
中間(当期)純利益 

16,072円70銭 8,391円57銭 21,591円66銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

なお、潜在株式調整後１株当た
り中間純利益については、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、期中平均株価の把握が
困難であるため記載しており
ません。 
 
(追加情報) 
 当中間連結会計期間から「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、同会計基準及び適用指
針を前中間連結会計期間及び
前連結会計年度に適用して算
定した場合の１株当たり情報
については、以下のとおりであ
ります。 

前中間連結 
会計期間 

前連結会計年度
 

１株当たり 
純資産額 
4,296円28銭 

１株当たり 
純資産額 
4,523円02銭

１株当たり 
中間純利益 

135円86銭 

１株当たり 
当期純利益 

398円15銭

なお、潜在株式調
整後１株当たり
中間純利益につ
いては、新株引受
権の残高があり
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。 

なお、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。

 
 (株式併合について) 
 当社は、平成15年５月１日付
で普通株式50株を１株にする
株式併合を行っております。 
 なお、当該株式併合が前期首
に行われたと仮定した場合の
１株当たり情報については、以
下のとおりであります。 

前中間連結 
会計期間 

前連結会計年度
 

１株当たり 
純資産額 
214,813円96銭 

１株当たり 
純資産額 
226,150円89銭

１株当たり 
中間純利益 
6,793円11銭 

１株当たり 
当期純利益 
19,907円28銭

7,899円13銭
当社は、平成16年２月20日付
で普通株式１株を３株への株
式分割を行っております。 
 なお、当該株式分割が前期首
に行われたと仮定した場合の
１株当たり情報については、以
下のとおりであります。 

前中間連結 
会計期間 

前連結会計年度
 

１株当たり 
純資産額 
74,565円33銭

１株当たり 
純資産額 
81,530円38銭

１株当たり 
中間純利益 
5,357円10銭

１株当たり 
当期純利益 
7,197円22銭

なお、潜在株式調
整後１株当たり
中間純利益につ
いては、ストック
オプション制度
導入による新株
予約権の残高が
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

 
 

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。 
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項目 

前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

なお、潜在株式調
整後１株当たり
中間純利益につ
いては、新株引受
権の残高があり
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。 

なお、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株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

１株当たり中間(当期)純利益  
中間(当期)純利益(千円) 122,040 250,370 214,471
普通株主に帰属しない金額(千円) 
(うち利益処分による役員賞与金(千円)) 

―
(―)

― 
(―) 

32,000
(32,000)

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 122,040 250,370 182,471
普通株式の期中平均株式数(株) 7,593 29,836 8,451
潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益  
中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―
普通株式数増加数(株) 
(うち新株引受権(株)) 
(うち新株予約権(株)) 

―
(―)
(―)

1,860 
(―) 

(1,860) 

951
(359)
(592)

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

新株予約権２種類 
(新株予約権の数382個) 
 

― ―
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(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

１ 公募増資 

  当社は、平成15年９月12日に日本証

券業協会に店頭上場いたしました。

店頭上場に際し、平成15年８月８日

及び平成15年８月22日開催の取締

役会において以下のとおり公募増

資による新株発行を決議し、平成15

年９月11日に払込が完了しており

ます。 

 (1) 発行した株式の種類及び数 

普通株式 1,400株 

 (2) 発行価額 

１株につき 255,000円 

 (3) 発行価額の総額 

 357,000千円 

 (4) 発行価格 

１株につき 350,000円 

 (5) 資本組入額 

１株につき 127,500円 

 (6) 資本組入額の総額 

 178,500千円 

 (7) 払込期日 

 平成15年９月11日 

 (8) 配当起算日 

 平成15年７月１日 

  なお、上記株式の発行により、平成

15年９月12日時点の資本金は

883,675千円、発行済株式総数は

9,850株となっております。 

  手取金は、海外市場開拓の為の海外

子会社への投融資資金、新技術及び

新製品開発の為の研究開発投資資

金に充当する予定であります。 

――― 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

  
 

  

 (2) その他 

   該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間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。 

                                     （単位：千円） 

事業部門の名称 生産実績 前年同期比(％) 

ペリフェラルプロダクツ事業部門 2,374,551 130.7 

情報機器事業部門 235,417 51.9 

合計 2,609,968 114.9 

（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) 受注実績 

当中間連結会計期間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。 

                                     （単位：千円） 

事業部門の名称 受注高 前年同期比(％) 受注残高 前年同期比(％)

ペリフェラルプロダクツ事業部門 1,806,113 131.8 741,077 88.9

情報機器事業部門 250,389 65.0 139,201 56.0

合計 2,056,502 117.1 880,279 81.3

（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。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間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。 

                                     （単位：千円） 

事業部門の名称 金   額 前年同期比(％) 

ペリフェラルプロダクツ事業部門 2,382,360 130.9 

情報機器事業部門 267,573 59.1 

合計 2,649,933 116.6 

（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

                                     （単位：千円） 

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 

相手先 

金   額 割合(％) 金   額 割 合(％) 

京セラミタ株式会社 562,148 24.7 858,043 32.4 

シャープ株式会社 283,818 12.5 340,543 12.9 

 


