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

コ ー ド 番 号  ６６７９                本社所在都道府県 大阪府 
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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17年８月22日 

親会社等の名称      （コード番号：─）      親会社等における当社の議決権所有比率  ─％ 

米国会計基準採用の有無   無 
 
１．17年12月中間期の連結業績（平成17年１月１日～平成17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 
 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円   ％
2,469（△6.8）
2,649（ 16.6）

百万円   ％
454（△5.6）
480（ 98.1）

百万円   ％
465（  0.3）
464（ 89.5）

16年12月期 5,162         781         758         
 

 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 

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円   ％
259（  3.7）
250（105.2）

円   銭
7,740      92
8,391      57

円   銭
7,323      97
7,899      13

16年12月期 404         12,764      09 12,054      58

(注)①持分法投資損益 17年12月中間期 ─ 百万円  16年12月中間期 ─ 百万円  16年12月期 ─ 百万円 

②期中平均株式数(連結) 17年12月中間期 33,550株 16年12月中間期 29,836株 16年12月期 31,703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
 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円 
5,534 
5,485 

百万円
4,019
3,724

％ 
72.6 
67.9 

円   銭
119,794      20
111,015      04

16年12月期 5,383 3,878 72.0 115,607      23

(注)期末発行済株式数(連結) 17年12月中間期 33,550株 16年12月中間期 33,550株 16年12月期 33,550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

 
17年12月中間期 
16年12月中間期 

百万円 
537 
623 

百万円
△151
△51

百万円 
△159 
984 

百万円
2,311
2,145

16年12月期 692 △37 838 2,083
 
(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 
 
２．17年12月期の連結業績予想（平成17年１月１日～平成17年12月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円
5,250

百万円
780

百万円
430

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   12,816円69銭 
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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、USBデバイスサーバを代表とする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及び指紋解析照合技術を応用したシステムの開発と出力

装置を中心とするマイクロコンピュータ技術を応用した産業機器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 

当社グループは、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、

代理店を中心に販売しております。 

また、当社グループ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。 

近年では「USBデバイスサーバ」を開発し、USBポートが搭載されている様々な機器をネットワーク上で共

有することを可能にするなど、ネットワーク・テクノロジーの世界をひろげています。 

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

地域における当社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 

当社グループは、発展する高度情報技術社会での個人情報に対するセキュリティ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 適の形態で適用できるように整備しております。 

また、当社グループでは、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 

ペリフェラルプロダクツ事業 

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 
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事業部門 区分 主要製品等 

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 

 

USBデバイスサーバ USBデバイスサーバ 

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 

情報機器事業 

 

特注機器 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。              （＊）は連結子会社であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.(*)

製品供給 製品供給 製品供給 

海外顧客 

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 

  -3- 

 



                                   

２．経 営 方 針 

(1) 経営の基本方針 

（不進則退）：当社グループでは、継続性こそが 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 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 

当社グループは、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) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、プリントサーバを代表とするネットワークソリューションビジネスにおける優位性を持

続する為、 先端の研究開発活動にリソースを投入し、研究開発型企業として成長を図って参ります。ネッ

トワークソリューションビジネスでは、プリントサーバ市場での圧倒的な地位を確立すると同時に、新しい

市場を形成しつつあるUSBデバイスサーバ市場の成長にドライブをかけてまいります。さらに新技術への取

り組みとして次世代無線技術の研究開発をすすめ、いち早く市場形成をめざしてまいります。 

また、成長が本格化し始めたバイオメトリクス認証市場におきまして、指紋認証装置を中心にセキュリテ

ィソリューションビジネスを展開し、市場における存在感を高め、事業の柱へと育成してまいります。 

さらには、国内市場のみならずヨーロッパ、中国、米国に設立した海外現地法人へ積極的に投資し、それ

ぞれの市場に見合った形でのマーケティング展開を進め、海外市場で一定の売上高と利益をあげるよう事業

展開してまいります。 

 

(6) 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ィ技術等の基礎研究開発を行い、いち早く当社
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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。 

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、平成17年４月の個人情報保護法施行を契機とし、市場が本

格化してきており、今後は顧客ニーズへの対応力とソリューション提供力が要求されてくるものと思われま

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。 

 

(7) 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月に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名のうち社外取締役が３名を占

めているほか、執行役を兼務する取締役は２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。 

なお、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。 

指名委員会は、取締役の選任および解任案を決定いたします。 

監査委員会は、会計監査人から報告および説明を受け財務諸表等を検証するなど、取締役および執行役

の職務執行の監査を行うほか、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

定権限を持っております。 

報酬委員会は、取締役と執行役の個人別の報酬の決定を行います。 

これら三委員会はいずれも社内取締役１名と社外取締役２名の計３名で構成され、報酬委員会につきま

しては社外取締役が委員長を務めております。 

また、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、７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
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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。 

具体的な日常業務は、その決定に基づき執行役を含む各部門長を中心に業務執行がなされますが、全執

行役出席の下に毎月開催される部室長会議において各部門長から詳細な報告がなされ、問題点があればそ

の対応策が討議されます。 

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（常勤取締役）による監査も実施しております。 

内部監査につきましては、業務処理や財産の管理が適正に行われているかについて点検および評価を行

い、その結果に対し必要があれば改善事項を指摘しております。また、内部監査に関する計画については、

監査委員会に対して事前に報告するとともに、監査の結果を代表執行役社長および監査委員会に対して報

告いたします。監査の方法につきましては、内部監査部門から指名を受けた社員が点検を行う形をとって

おり、その際は自部門の点検を担当せず相互牽制機能が働くものとしております。 

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。 

 

選解任 選解任

会計監査 監査 報酬決定

指名委員会
委員長：社内取締役

株主総会

執行役
（代表執行役社長）

執行役会

監督・助言
選解任

取締役

会計監査人の
選解任議案

監査報告

監査委員会
委員長：社内取締役

監査報告　

内部監査

会
計
監
査
人

報酬委員会
委員長：社外取締役

取締役会
（社内取締役３名、社外取締役３名）

（社内取締役３名のうち２名は執行役兼任）
（取締役会議長は社外取締役）

取締役の
選解任議案

業務執行各部門

業務執行 　監査

 

 

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、1,055千円であります。  

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当中間会計期間内における実施状況 

取締役会を５回、指名委員会を３回、監査委員会を５回、報酬委員会を３回開催いたしました。いずれ

の会議も出席率は100％でした。 

平成17年４月の個人情報保護法全面施行に合わせて、社長直轄の個人情報保護委員会を設置いたしました。 

新たに制定した個人情報保護規程に従い厳正に対応いたします。また、当社は個人情報保護方針を策定し、

プライバシーポリシーとともにホームページにて公開しております。 
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３．当中間期の経営成績及び財政状況 

（1）経営成績  

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来のIT分野での在庫調整や輸出部門のもたつきが依然と

して解消されなかったものの、企業収益改善による設備投資の増加や雇用情勢改善を背景に個人消費も堅調

に推移し、景気の「踊り場」状態が続いてまいりました。 

       この様な環境の中、当社グループの主力商品であるプリントサーバビジネスは、一昨年来、その供給方法

が内蔵ボード製品によるものから、ソフトウエアを提供し、そのソフトウエアライセンスを得るという形態

にシフトしてきており、本年度は更にその流れに加速がかかってまいりました。また、一部顧客の在庫調整

の影響も受け、本事業の売上高の成長は前年を下回ることを余儀なくされる結果となりました。しかしなが

ら、当社グループは顧客に対し、業界 高水準の技術や新たな製品の提案を更に積極的に進めるとともに、

プリントサーバ及びプリンタメーカに圧倒的に依存した従来の事業体質の変革に向けた活動も更に突っ込

んで展開してまいりました。 

プリンタに限らずスキャナやデジカメやカードリーダやHDDといったあらゆるUSBデバイスをネットワー

クで共有する「USBデバイスサーバ」という新しいカテゴリーを市場に提案いたしました。年初にスタンダ

ードモデルSX－1000Uを、５月にはHi－Speed対応のSX－2000U2を発売し、高い評価を得、市場への浸透も計

画以上に進み、プリンタ市場を越えて、新たな市場を開拓する次の製品として順調なスタートを切ることが

出来ました。 

また、新事業として従来から取組んでおります指紋認証ビジネスにおきましても、本年４月の「個人情報

保護法」の全面施行を背景に当社製品の評価が広がりを見せ始め、大型案件を受注する等、ベースは小さい

ものの、前年同期対比で３倍強の売上高を達成することが出来ました。 

更に、海外事業も積極的なマーケティング活動と新製品の投入等により好調に推移しており、こちらもま

だまだ小さな事業ではありますが、前年同期の２倍近い水準の売上高を達成いたしました。 

主力商品の売上のソフト化という状況を抱えながらの平成17年12月期ではありますが、上記のような活動

の成果も加え、当中間連結会計期間の売上高は、プリントサーバ及びUSBデバイスサーバを主力とする「ペ

リフェラルプロダクツ事業」で前年同期比8.8％減少の21億72百万円となり、指紋認証装置を含む「情報機

器事業」は特注機器ビジネスの戦略的な縮小撤収があったものの、前年同期比10.8％増加の２億96百万円と

なりました。全体では、当中間連結会計期間の売上高は前期比6.8％減少し、24億69百万円となりました。 

利益面では、売上高に占めるソフトウエアライセンスの割合が増加したことに加え、製品のコストダウン

も寄与し、売上総利益は前年同期比で8.9％の増加となりました。営業利益は研究開発費やマーケティング

コストの戦略的投入により販売費及び一般管理費が増大し、前年同期比5.6％減少の４億54百万円となり、

経常利益は新株発行費用の減少等があり0.3％増加の４億65百万円、当中間純利益は3.7％増加の２億59百万

円となりました。 
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（2）財政状態  

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物は、前中間連結会計期間に比べ1億66百万円増加し、当

中間連結会計期間末には23億11百万円となりました。 

    当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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５億37百万円となり、前中間連結会計期間に比べ85百万円減少して

おります。これは法人税等の支払額が増加し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△１億51百万円となり、前中間連結会計期間に比べ１億円減少して

おります。これはバイオメトリクス事業での更なる商品力強化のため、かねてからMatch-on-CardTM技術で協

力関係にあったPrecise Biometrics AB(スウェーデン)に資本参加し提携関係を強め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△１億59百万円となり、前中間連結会計期間に比べ11億44百万円減

少しております。これは前中間連結会計期間には、新株発行による収入が11億16百万円あったことによるも

のであります。 

主要財務指標のトレンド 

 平成15年12月期 平成16年12月期 平成17年12月期 

 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率 63.2％ 67.9％ 72.0％ 72.6％

時価ベースの自己資本比率 187.4％ 216.5％ 183.8％ 223.7％

債務償還年数 ─ 0.9年 0.6年 0.7年

インタレスト・カバレッジ・レシオ ─ 172.6倍 135.4倍 187.2倍

（注）自己資本比率＝自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本＝株式時価総額／総資産 

      債務償還年数＝有利子負債／営業キャッシュ･フロー 

      インタレスト・カバレッジ・レシオ＝営業キャッシュ･フロー／利払い 

① 各指標は、いずれも連結ベース財務数値により計算しております。 

② 株式時価総額は、(中間)期末株価終値×(中間)期末発行済株式総数により計算しております。 

③ 営業キャッシュ･フローは、(中間)連結キャッシュ･フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ･

フローを使用しております。有利子負債は、(中間)期末連結貸借対照表に計上された負債のうち

利子を支払っている全ての負債を対象としております。また利払いについては、(中間)連結キャ

ッシュ･フロー計算書の「利息の支払額」を使用しております。 

④ 平成15年12月期は、営業キャッシュ･フローがマイナスになっておりますので、債務償還年数及び

インタレスト･カバレッジ･レシオは記載しておりません。 
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（3）通期の見通し 

わが国経済は、IT分野の在庫調整の改善や輸出面も堅調に増加し始める等、景気の踊り場脱却は近いと

も言われております。ただ、原油価格の高騰やIT製品の世界的な価格の下降傾向に歯止めがかからない等

の不安要素もあり、一本調子の景気上昇とは行かないのではないかとも言われております。 

この様な状況下、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での製品の供給形態が、

引き続き内蔵ボード製品からソフトウエアライセンスへシフトし、売上高の伸びが抑えられることが予想

されますが、好調な海外市場での事業拡大に一層のドライブをかけると共に、新市場開拓に向けてUSBデバ

イスサーバの拡販を強化してまいります。また、９月には世界初の無線LAN IEEE802.1b/g対応USBデバイス

サーバであるSX-2000WGを発売いたします。これは拡大が予想される無線LAN市場に向け投入する当社グル

ープとしては初の本格的無線製品となります。 

更には、指紋認証ビジネスにおきましても市場におけるポジションを一気に上昇させる為、営業リソー

スを増強すると共に、当社製品の特徴を十分生かした積極的なマーケティングの展開を図る予定です。ま

た、開発中の製品の早期市場投入を行い、業績の向上と企業価値の増大を図ってまいる所存であります。 

当連結会計年度の通期業績につきましては、今年２月に発表しております通り、売上高52億50百万円、

経常利益７億80百万円、当期純利益４億30百万円を予想しております。 

 

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16年6月30日) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成17年6月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成16年12月31日) 科      目 

金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 構成比

(資 産 の 部         )   
%

  
% 

  
%

Ⅰ 流動資産           

 1.  現金及び預金   2,325,358 790,704   712,022

 2.  受取手形及び売掛金 ※3  1,135,082 896,586   1,163,777

 3.  有価証券   212,262 1,751,708   1,601,685

 4.  たな卸資産   445,256 630,847   499,720

 5.  未収入金   307,640 233,884   336,289

 6.  その他   173,848 163,566   87,882

貸倒引当金   △2,643 △1,976   △2,773

   流動資産合計   4,596,806 83.8 4,465,322 80.7  4,398,604 81.7

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  226,100 229,096   215,901

   有形固定資産合計   503,154 9.2 506,150 9.1  492,955 9.1

 2. 無形固定資産   50,761 0.9 42,780 0.8  52,004 1.0

 3. 投資その他の資産   335,110 6.1 520,225 9.4  439,979 8.2

   固定資産合計   889,026 16.2 1,069,157 19.3  984,939 18.3

   資産合計   5,485,832 100.0 5,534,479 100.0  5,383,543 100.0
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(単位：千円) 
前中間連結会計期間末 

 
(平成16年6月30日) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成17年6月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成16年12月31日) 科      目 

金     額 構成比 金     額 構成比 金     額 構成比

(負 債 の 部         )   
%

  
% 

  
%

Ⅰ 流動負債           

 1. 支払手形及び買掛金   266,547 331,609   243,757

 2. 1年以内返済予定長期借入金 ※2  20,883 ─   4,196

 3. 1年以内償還予定社債   156,000 244,000   162,000

 4. 未払法人税等   342,329 273,225   324,134

 5. その他   331,017 275,248   245,933

   流動負債合計   1,116,777 20.4 1,124,083 20.3  980,021 18.2

Ⅱ 固定負債     

1. 社債   364,000 120,000   230,000

2. 退職給付引当金   214,900 227,400   224,500

3. 役員退職慰労引当金   65,600 43,900   70,400

   固定負債合計   644,500 11.7 391,300 7.1  524,900 9.8

   負債合計   1,761,277 32.1 1,515,383 27.4  1,504,921 28.0

(資 本 の 部         )    

Ⅰ 資本金   1,450,207 26.4 1,450,207 26.2  1,450,207 26.9

Ⅱ 資本剰余金   1,502,578 27.4 1,502,578 27.1  1,502,578 27.9

Ⅲ 利益剰余金   767,037 14.0 1,050,189 19.0  921,326 17.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金   7,189 0.1 14,179 0.3  7,395 0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定   △2,456 △0.0 1,941 0.0  △2,883 △0.0

   資本合計   3,724,554 67.9 4,019,095 72.6  3,878,622 72.0

   負債及び資本合計   5,485,832 100.0 5,534,479 100.0  5,383,543 100.0
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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16年1月１日 

至  平成16年6月30日 

 

当中間連結会計期間 

自  平成17年1月１日 

至  平成17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16年１月１日 

至  平成16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  2,649,933 100.0 2,469,245 100.0 5,162,890 100.0

Ⅱ 売上原価  1,397,390 52.7 1,105,626 44.8 2,710,206 52.5

   売上総利益  1,252,543 47.3 1,363,618 55.2 2,452,683 47.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 771,792 29.2 909,596 36.8 1,671,390 32.4

営業利益  480,751 18.1 454,022 18.4 781,293 15.1

Ⅳ 営業外収益   

 1. 受取利息  300 597  663

  2. 受取配当金  280 500  401

 3.  役員保険解約益  ─ 6,709  237

 4. 為替差益  2,958 4,394  997

 5. その他  1,244 4,784 0.2 2,913 15,115 0.6 2,157 4,458 0.1

Ⅴ 営業外費用   

 1. 支払利息  2,716 1,835  4,978

 2. 支払保証料  1,742 1,101  3,182

 3. 新株発行費  16,099 ─  17,010

  4. 売掛債権売却損  ─ 553  ─

 5.  その他  497 21,055 0.8 ─ 3,490 0.1 1,622 26,793 0.5

   経常利益  464,480 17.5 465,646 18.9 758,958 14.7

Ⅵ 特別利益   

1. 貸倒引当金戻入益  900 900 0.0 700 700 0.0 700 700 0.0

Ⅶ 特別損失   

1. 固定資産除却損 ※2 6,356 757  11,045

2.  投資有価証券評価損  ─ 6,356 0.2 ─ 757 0.0 4,999 16,045 0.3

   税金等調整前 

中間（当期）純利益 
 459,023 17.3 465,589 18.9 743,612 14.4

   法人税、住民税及び事業税  338,043 259,103  404,104

   法人税等調整額  △129,390 208,652 7.9 △53,221 205,881 8.4 △65,152 338,952 6.6

   中間（当期）純利益  250,370 9.4 259,707 10.5 404,660 7.8
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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16年1月 1日 

至 平成16年6月30日 

当中間連結会計期間 

 

自 平成17年1月 1日 

至 平成17年6月30日 

前連結会計年度の 

連結剰余金計算書 

自 平成16年 1月 1日 

至 平成16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 1,502,578  936,050

Ⅱ 資本剰余金増加高    

 1. 増資による新株式の発行  566,528 566,528 ─ ─ 566,528 566,528

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

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  612,691 921,326  612,691

Ⅱ 利益剰余金増加高    

 1. 中間(当期)純利益  250,370 250,370 259,707 259,707 404,660 404,660

Ⅲ 利益剰余金減少高    

 1. 配当金  64,025 130,845  64,025 

 2. 役員賞与  32,000 96,025 ─ 130,845 32,000 96,025

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  767,037 1,050,189  921,326
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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16年1月 1日 

至 平成16年6月30日 

当中間連結会計期間 

 

自 平成17年1月 1日 

至 平成17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16年 1月 1日 

至 平成16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 459,023 465,589 743,612

2. 減価償却費 56,950 58,054 123,053

3. 貸倒引当金の減少額 △879 △797 △748

4. 退職給付引当金の増加額 15,500 2,900 25,100

5. 役員退職慰労引当金の増加額（減少は△） △3,700 △26,500 1,100

6. 受取利息及び受取配当金 △580 △1,098 △1,065

7. 支払利息 2,716 1,835 4,978

8. 役員保険解約益 ─ △6,709 △237

9. 新株発行費 16,099 ─ 17,010

10. 固定資産除売却損 6,356 757 11,045

11. 投資有価証券評価損 ─ ─ 4,999

12. 売上債権の減少額（増加は△） △57,020 271,703 △88,227

13. たな卸資産の減少額（増加は△） 68,121 △129,899 14,265

14. 未収入金の減少額 53,594 102,405 24,945

15. 仕入債務の増加額（減少は△） △33,006 81,494 △54,740

16. 役員賞与の支払額 △32,000          ─ △32,000

17. その他 172,836 29,849 85,662

小計 724,012 849,585 878,753

18. 利息及び配当金の受取額 565 623 1,082

19. 利息の支払額 △3,610 △2,870 △5,114

20. 法人税等の支払額 △97,763 △310,011 △182,018

営業活動によるキャッシュ・フロー 623,203 537,326 692,702

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 △136,757 △50,246 △288,549

2. 定期預金の払戻による収入 103,740 50,242 417,043

3. 有価証券の取得による支出 △30,806 ─ △142,468

4. 有価証券の売却による収入 71,899 ─ 184,161

5. 有形固定資産の取得による支出 △48,749 △48,087 △92,301

6. 無形固定資産の取得による支出 △6,016 △19,565 △10,050

7. 投資有価証券の取得による支出 △0 △107,479 △100,018

8. その他 △4,571 23,223 △5,116

投資活動によるキャッシュ・フロー △51,261 △151,913 △37,300

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 △40,572 △4,196 △57,259

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

3. 株式の発行による収入 1,116,960 ─ 1,116,049

4. 配当金の支払額 △64,025 △127,498 △64,025

財務活動によるキャッシュ・フロー 984,363 △159,694 838,765

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 22 2,982 359

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,556,328 228,700 1,494,526

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 588,736 2,083,262 588,736

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
2,145,064 2,311,963 2,083,262
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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16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16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（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 

中間連結決算日の市場価

格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価

は移動平均法に基づき算

定しております。） 

 ② 時価のないもの 

移動平均法に基づく原価

法 

２）たな卸資産 

① 商品・製品・仕掛品・

原材料 

総平均法に基づく原価法

② 貯蔵品 

終仕入原価法に基づく

原価法 

 

１）有形固定資産 

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16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16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 

 

 

 

(追加情報) 

 当社は、平成17年１月20日開

催の報酬委員会において、役員

退職慰労金制度を平成16年12

月期定時株主総会終結の時を

もって廃止することを決議し

ており、平成17年４月以降の新

たな引当は行っておりません。

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 

 

 

 

 

 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

  

  -16- 

 



                                   

項目 

前中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

5.  中間連結（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16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17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。 

――― 

――― 

 

 

 

 

 

 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含めて表

示していた「売掛債権売却損」は、営業外費用合計の100分の

10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「売掛債権売却損」の金

額は497千円であります。 

 

追加情報 
 

前中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――― 

 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（事業税の外形標準課税） 

「地方税法等の一部を改正する法律」

(平成15年法律第９号)が平成15年３月

31日に公布され、平成16年４月１日以後

（役員賞与の会計処理） 

役員賞与については、従来は利益処分

により株主総会の決議を経て未処分利益

の減少として処理しておりましたが、委

員会等設置会社への移行に伴い、当連結

会計年度より社会保険料を含め発生時に

費用処理しております。 

この結果、従来と同一の方法によった場

合と比較して、販売費及び一般管理費が

44,466千円増加し、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益はそれぞれ

44,466千円減少しております。 

――― 
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前中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

に開始する事業年度より外形標準課税

制度が導入されたことに伴い、当中間連

結会計期間から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示

についての実務上の取扱い」(平成16年

２月13日 企業会計基準委員会 実務

対応報告第12号)に従い法人事業税の付

加価値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が

8,500千円増加し、営業利益、経常利益

及び税金等調整前中間純利益はそれぞ

れ8,500千円減少しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 
（平成16年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成17年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成16年12月31日） 

※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  

458,592千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

442,168千円 

※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    ――― ※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     34,040千円 

    土 地     277,054千円 

     計         311,094千円 

   上記に対応する債務 

    上記資産には、銀行からの借入債

務に対し根抵当権が設定されてお

りますが、当連結会計年度末現在該

当する債務はありません。 

※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      25,290千円 

 
(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16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      60,613千円 

       給料手当       176,811千円 

       賞与手当        64,331千円 

退職給付費用     5,968千円 

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     80,915千円 

       給料手当      225,462千円 

       賞与手当       60,986千円 

退職給付費用    5,988千円 

役員退職慰労 

引当金繰入額    1,720千円 

研究開発費    153,866千円 

支払手数料     38,322千円 

※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      146,587千円 

       給料手当        428,522千円 

退職給付費用      9,629千円 

役員退職慰労 

引当金繰入額     13,260千円 

研究開発費      224,689千円 

支払手数料       64,868千円 

※２ 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 

※２ 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      44千円 

工具器具及び備品   486千円 

ソフトウェア       225千円 

             計           757千円 

※２ 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    7,588千円 

工具器具及び備品  3,456千円 

             計         11,045千円 
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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16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16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        2,325,358千円 

預入期間が３か月 

を超える定期預金    △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          790,704千円 

預入期間が３か月 

を超える定期預金    △118,787千円 

取得日から３か月 

以内に償還期限の 

到来する短期投資    1,640,046千円 

現金及び現金同等物  2,311,963千円 

 

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          712,022千円 

預入期間が３か月 

を超える定期預金    △118,783千円 

取得日から３か月 

以内に償還期限の 

到来する短期投資   1,490,024千円 

現金及び現金同等物  2,083,262千円 
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16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 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)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

機械装置 
及び運搬具 

7,620 3,429 4,191

工具器具 
及び備品 

12,672 3,288 9,383

合計 20,292 6,717 13,574

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

機械装置 
及び運搬具 

7,620 2,667 4,953

工具器具 
及び備品 

16,397 6,094 10,303

合計 24,017 8,761 15,256

 
  なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が、有形固定資

産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により

算定しております。 

同左   なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料期末残高が、有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定して

おります。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 4,088千円 

１年超 7,839千円 

 合計 11,928千円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 4,058千円

１年超 9,515千円

 合計 13,574千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 4,016千円

１年超 11,239千円

 合計 15,256千円
 

なお、未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間期末

残高が、有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しておりま

す。 

同左 なお、未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残高が、

有形固定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込み法

により算定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 2,855千円 

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 2,206千円

減価償却費相当額 2,206千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 5,616千円

減価償却費相当額 5,616千円
 

(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16年６月30日） 

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 ─ ─ ─

合計 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 

 
当中間連結会計期間末（平成17年６月30日） 

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 129,108 140,436 11,327

  ②  債券 ─ ─ ─

  ③  その他 ─ ─ ─

合計 129,108 140,436 11,327

 

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 

短期公社債ファンド                       111,661千円 

フリーファイナンシャルファンド         1,640,046千円 

非上場外国株式                           112,580千円 
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 前連結会計年度末（平成16年12月31日） 

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 
連結貸借対照表 

計上額 
差額 

  ①  株式 21,628 34,097 12,469

  ②  債券 － － －

  ③  その他 － － －

合計 21,628 34,097 12,469

 

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 

その他有価証券 

フリーファイナンシャルファンド            1,490,024千円 

短期公社債ファンド                         111,661千円 

 

(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及び当中間連結会計期間並びに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16年１月１日 至平成16年６月30日)及び当中間連結会計期間(自平成17年１月１日 至平成17

年６月30日)並びに前連結会計年度(自平成16年１月１日 至平成16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16年１月１日 至平成16年６月30日)及び当中間連結会計期間(自平成17年１月１日 至平成17

年６月30日)並びに前連結会計年度(自平成16年１月１日 至平成16年12月31日) 

       全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、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16年１月１日 至平成16年６月30日)及び当中間連結会計期間(自平成17年１月１日 至平成17

年６月30日)並びに前連結会計年度(自平成16年１月１日 至平成16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16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

１株当たり純資産額 111,015円04銭 119,794円20銭 115,607円23銭

１株当たり 
中間(当期)純利益 

8,391円57銭 7,740円92銭 12,764円09銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

7,899円13銭
平成16年２月20日をもって

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
下のとおりとなります。 

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

 
 

7,323円97銭
 

12,054円58銭
平成16年２月20日をもって

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
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 

81,530円38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 

6,469円69銭

  
(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16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16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) 250,370 259,707 404,660
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)) 

―
(―)

― 
(―) 

―
(―)

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 250,370 259,707 404,660
普通株式の期中平均株式数(株) 29,836 33,550 31,703

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) 
 (うち新株予約権(株)) 

1,860
(1,860)

1,910 
(1,910) 

1,866
(1,866)

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) 
株主総会の特別決議日 
平成16年３月30日 
(新株予約権345個) 
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(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年12月31日 

１．ストックオプション 
 連結財務諸表提出会社は、平成16年３
月30日開催の定時株主総会で決議した商
法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に
基づくストックオプションとしての新株
予約権の発行について、取締役会より適
法に委任を受けた代表執行役社長の権限
により、平成16年９月13日付で当該新株
予約権を連結財務諸表提出会社の取締
役、執行役、従業員に対し無償にて発行
することを決定いたしました。 

――― ――― 

 

  

 (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 2,158,860 90.9 

情報機器事業部門 344,263 146.2 

合計 2,503,123 95.9 

（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 1,731,417 95.9 479,829 64.7

情報機器事業部門 272,698 108.9 179,404 128.9

合計 2,004,115 97.5 659,234 74.9

（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 2,172,676 91.2 

情報機器事業部門 296,568 110.8 

合計 2,469,245 93.2 

（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 858,043 32.4 615,145 24.9 

シャープ株式会社 340,543 12.9 171,435 6.9 

３．上表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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