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1. 20年12月期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年12月31日）     (百万円未満切捨て) 

 

   

 
 
  

 

 
 
  

 

 
  
2. 配当の状況 

 
  
3. 21年12月期の連結業績予想（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 
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(1) 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 5,199 △12.9 121 △72.0 △70 ─ △1,017 ─
19年12月期 5,966 △1.7 432 △9.0 413 △11.0 202 21.8

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益

自己資本 
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高 
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％
20年12月期 △24,979 43 ─ ─ △23.0 △1.0 2.3
19年12月期 4,881 43 4,853 41 3.8 5.8 7.3
(参考) 持分法投資損益 20年12月期 ─百万円 19年12月期 ─百万円

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

20年12月期 6,673 3,543 53.1 99,067 56
19年12月期 7,338 5,323 72.5 127,437 17
(参考) 自己資本 20年12月期 3,543百万円 19年12月期 5,323百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

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

百万円 百万円 百万円 百万円
20年12月期 896 104 617 2,280
19年12月期 △143 △1,039 86 651

１株当たり配当金 配当金総額 
(年間)

配当性向 
(連結)

純資産 
配当率 
(連結)(基準日) 第１ 

四半期末 中間期末 第３ 
四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
19年12月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 3,900 00 3,900 00 162 79.9 3.1
20年12月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1,500 00 1,500 00 53 ─ 1.2
21年12月期(予想) ─ ─ ─ ─ ─ ─ 1,000 00 1,000 00 ─ ─ ─

(％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
第２四半期連結累計期間 2,290 △12.3 △64 ─ △76 ─ △76 ─ △2,130 16

通 期 4,850 △6.7 51 △57.9 21 ─ 21 ─ 587 05



4. その他 

  

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、34ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

  

1. 20年12月期の個別業績（平成20年１月１日～平成20年12月31日） 

 

   

 
  

(2) 個別財政状態 

 
 
  

2. 21年12月期の個別業績予想（平成21年１月１日～平成21年12月31日） 

 

   
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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

は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件等につきまして

は、添付資料の４頁を参照して下さい。 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項の変更に記載されるもの）

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 20年12月期 41,776株 19年12月期 41,776株

② 期末自己株式数 20年12月期 6,004株 19年12月期 ─株

(参考) 個別業績の概要

(1) 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 4,571 △8.7 133 △69.0 △23 ─ △582 ─
19年12月期 5,009 2.0 430 △11.8 421 △11.3 191 4.9

１株当たり当期純利益 潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭
20年12月期 △14,307 96 ─ ─
19年12月期 4,629 74 4,603 17

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

20年12月期 7,424 4,327 58.3 120,970 25
19年12月期 7,387 5,419 73.4 129,723 08

(参考) 自己資本 20年12月期 4,327百万円 19年12月期 5,419百万円

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
第２四半期累計期間 1,821 △20.2 37 ─ 25 ─ 25 ─ 707 26

通 期 4,370 △4.4 90 △32.6 60 ─ 60 ─ 1,677 29



① 当期の経営成績 

当連結会計年度における世界経済は、米国のサブプライム住宅ローン問題が、市場の資金不足や信用

危機を通じてドミノ式に個人消費や新規設備投資などの実体経済へと影響を及ぼし、米国、欧州などの

先進国を中心に景気が大きく後退しました。新興国経済においても金融環境の悪化の影響から先進国向

け輸出の減少や国内需要低迷が顕著となり、世界同時不況の様相となりました。 

日本もまた、国内外の経済展望に伴って雇用・所得不安が高まり、消費者マインドが急激に悪化、景

気が後退しています。設備投資や海外需要の急落、円高、消費の冷え込みが金融危機を更に悪化させ、

株価下落を引き起こしています。 

このような経済環境の中、当社の連結売上高は、急激な景気の減速に伴う需要の低迷や当社の顧客構

造・製品構造の改革が計画よりも遅れたこと、円高の影響で円換算の在外子会社売上高が１億52百万円

目減りしたことなどにより、前期比12.9％減少し51億99百万円となりました。 

Connectivity & Wireless solution事業では戦略分野へと経営リソースを集中させる収益構造の改革

に取組み、USBデバイスサーバ、MVDS、無線LANモジュール、認証プリントなどで売上を増加させました

が、プリントサーバ製品群の売上減少を補いきれませんでした。特に第３四半期までは当期の業績の牽

引役となっていた米国市場の売上が第４四半期に入り大きく計画を下回る結果となりました。この結

果、同事業の売上高は前期比14.6％減少の47億３百万円となりました。 

Biometrics Authentication solution事業については、市場全体の低迷と、指紋認証製品単体でのビ

ジネスからネットワークのビジネスとの融合へ注力分野をシフトした結果、同事業の売上高は前期比

38.9％減少の１億15百万円となりました。 

利益面につきましては、戦略分野の研究開発費、マーケティング関連費を除く経費削減に取組んだ結

果、当社の連結の販売費及び一般管理費は前期比6.8％削減されたものの、事業環境の急激な悪化に伴

う売上減少の影響が大きく、営業利益は前期比72.0％減少の１億21百万円となりました。 

経常損益は、営業外費用として①円高に伴う為替差損（96百万円）、②自己株式公開買付けによる自

己株式取得に伴う諸費用（28百万円）、③将来の回収リスクに備えた貸倒引当金繰入額（25百万円）、

④支払利息（27百万円）、⑤社債発行費（13百万円）など２億９百万円を計上したことなどから70百万

円の損失となりました。 

当期純損益に関しては、成長戦略の見直しにより８億43百万円の特別損失を計上したことから10億17

百万円の損失となりました。特別損失の内訳は、①米国経済環境の悪化に伴う米国の連結子会社が持つ

のれんの一部の減損損失（３億99百万円）、②新拠点への統合・移転に際して旧当社拠点の土地建物を

売却したことに伴う固定資産売却損（１億97百万円）、③当社の中期戦略に合致しなくなった生産・開

発用途の固定資産を除却したことに伴う固定資産除却損（１億22百万円）、④株価下落の影響による保

有有価証券の減損処理に伴う投資有価証券評価損（18百万円）などであります。また、経済環境の悪化

を背景とした事業計画の見直しを踏まえ、今後の繰延税金資産の回収可能性を見直した結果、繰延税金

資産を一部取り崩し、法人税等調整額として２億13百万円を計上しました。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析



所在地別セグメントの実績は次の通りです。 

(１) 日本 

日本国内につきましては、プリントサーバの売上高減少をUSBデバイスサーバ、無線LANモジュール、

認証プリントといった戦略分野製品の売上高増加で補いましたが、売上高は12.1％減少の39億89百万

円、営業利益は69.0％減少の１億33百万円となりました。 

(２) 北米 

北米におきましては、予定していたUSBデバイスサーバ関連の市場導入の遅れや米国発の事業環境悪

化の影響を強く受けました。また、プリントサーバ事業の価格競争激化に伴う売上減少、ドル安の影響

により円換算の売上高は目減りしております。この結果、売上高は前期比11.0％減少の10億18百万円、

営業利益は54.7％減少の14百万円となりました。 

(３) その他の地域 

欧州地域や中国におきましては、USBデバイスサーバの販売は堅調に推移したものの、前期の大型案

件の反動により、売上高は前期比33.0％減少の１億92百万円、営業損失は37百万円（前期は25百万円の

営業損失）となりました。 

  

② 次期の見通し 

次期も世界的な景気後退の影響を強く受ける厳しい経営環境が続くものと考えています。こうした

中、当社はプリントサーバ製品群の売上に依存した経営体質から脱却しつつあります。収益構造の改革

を更に進め、自社のエンベデッドソフトとハードのネットワーク技術を活用し、プリンタ、医療、オー

ディオビジュアル、PC周辺機器といったターゲット分野に向けたネットワーク機器の売上拡大に注力し

てまいります。 

利益面では、経営合理化を進め、販売費及び一般管理費の圧縮を図ってまいります。具体的には、生

産とそれに関連する機能をグローバルな観点から重複をなくし、コスト削減と生産性を高めるととも

に、役員報酬の減額をはじめとする人件費の効率的活用、諸経費の削減を進めます。 

こうした施策により、平成21年12月期の業績見通しは、連結売上高が前期比6.7％減少の48億50百万

円、連結営業利益は57.9％減少の51百万円、連結経常利益は21百万円（前期は70百万円の損失）、連結

当期純利益は21百万円（前期は10億17百万円の損失）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。 

  

当連結会計年度の財政状態は、前連結会計年度に比べ以下の通りとなりました。 

総資産は６億65百万円、純資産は17億79百万円減少いたしました。 

主な増減内容は、資産の部では、現金及び預金が４億25百万円、有価証券が12億３百万円それぞれ増

加し、受取手形及び売掛金が４億82百万円、有形固定資産が６億77百万円、無形固定資産が４億28百万

円それぞれ減少いたしました。また負債の部では、社債が９億円、１年以内返済予定を含む長期借入金

が４億65百万円それぞれ増加いたしました。 

  

(2) 財政状態に関する分析



キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

16億28百万円増加し、22億80百万円となりました。 

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） 

営業活動の結果獲得した資金は、８億96百万円（前連結会計年度は１億43百万円の使用）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純損失が７億66百万円、減価償却費が３億21百万円、のれん減損損

失が３億99百万円、未収入金を含む売上債権関連の減少が７億94百万円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） 

投資活動の結果獲得した資金は、１億４百万円（前連結会計年度は10億39百万円の使用）となりまし

た。これは主に、有形固定資産の売却による収入が１億32百万円、補助金の受取額が１億６百万円、無

形固定資産の取得による支出が１億19百万円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） 

財務活動の結果獲得した資金は、６億17百万円（前期比610.9％増）となりました。これは主に、長

期借入による収入が８億２百万円、社債の発行による収入が８億86百万円、長期借入金の返済による支

出が３億36百万円、自己株式の取得による支出が３億73百万円あったことによるものであります。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標とも連結ベースの財務数値により計算しています。 

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。 

※有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債 

 を対象としています。 

※利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。 

  

平成16年12月期 平成17年12期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

自己資本比率 72.0 70.9 75.3 72.5 53.1

時価ベースの自己資本比率 183.8 199.1 85.3 48.9 17.7

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 0.6 5.3 147.6 ─ 2.4

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 135.4 32.0 0.7 ─ 40.2



当社は、株主の皆様に対しての利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置づけております。配当

金額につきましては、業績との連動性を高める一方、将来の必要な資金を考慮して決定しております。 

なお、内部留保金につきましては、基盤となる事業のさらなる強化と中・長期的視野に立った成長事

業領域への重点的な投資に活用してまいります。当期の配当につきましては、１株当たり1,500円を予

定しております。 

  

 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。 

 当社グループの中心的な事業は、プリントサーバ、USBデバイスサーバに代表されるデバイスネットワー

キング技術を応用した周辺機器の開発を手掛けるConnectivity & Wireless Solution事業及び指紋解析照合

技術を応用したシステムの開発を手がけるBiometrics Authentication Solution事業となっております。 

 連結子会社である米国現地法人のsilex technology america, Inc.ドイツ現地法人のsilex   

technology europe GmbH及び中国現地法人の希来凱技術（北京）有限公司（silex technology  

beijing, 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。 

  

Connectivity & Wireless Solution事業 

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、様々な機器間の接続を実現するネットワーク製品を開発しております。プリントサーバはその

もっとも代表的な製品であり、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いる他、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、サイレックスブランドの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。 

当社グループは、プリントサーバで培ったネットワーク技術を生かして、これまでスタンドアローンで

使われていた機器をネットワーク環境で利用できるようにする製品として、プリンタに限らず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できる「USBデバイスサーバ」、産業機器や医療機

器等、シリアルポートを搭載する製品をネットワーク上で共有できる「シリアルデバイスサーバ」を開

発・販売しております。これらは、PC以外のあらゆる機器をネットワークに直接繋げたいという市場の要

請に応えるべく開発された製品で、有線・無線とも機能性能を進化させており、拡大する市場で当社グル

ープ製品が着実に成長しております。 

また、これらの製品で使われる802.11系の無線LANモジュールを内製し、当社グループが得意とするネ

ットワークソフトウエアと共に機器メーカへ組込みの提案を進め、徐々に実績が出始めております。 

米国においては屋外広告がディスプレイなどの電子的な方法によることが一般的になりつつあり、「デ

ジタルサイネージ」という市場が形成されつつあります。この市場に対し、映像や音声を有線・無線のネ

ットワークを通じて配信する「MVDS(Multicast Video Distribution System」を開発し、この成長市場

で足場を作るため、まずは米国そして日本へと積極的なビジネス展開を図っております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

２ 企業集団の状況



Biometrics Authentication Solution 事業 

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

人認証に対応し、「指紋解析照合技術」を応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。 

その他 

上記Connectivity & Wireless Solution事業とBiometrics Authentication Solution 事業に含まれな

い事業をその他としております。 

  

 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。 

  
 

  

自社に蓄積された「エンベデッド技術」と「ネットワークを軸としたハードウェアとソフトウェアの

インテグレーション技術」を原動力として、差別化された製品の開発・生産・販売を自社で完結する能

力を強化していきます。適用分野を特定しそこに事業活動を集中させることにより中長期的に安定した

成長を志向しています。 

また、グループ社員全員で共有するShared Valueとして次の五つを掲げております。 

① 不進則退 

企業として同じことを繰り返すだけでは停滞もしくは衰退します。ゆえに「これで良い」と自己満

足に陥ることなく、絶えず進化・成長を志向します。 

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針



② 成長意思の尊重 

会社が進化し成長し続けるためには、社員個々の成長が必要不可欠です。会社は社員自ら成長しよ

うとする意思を尊重し、その意欲と情熱に対して最大の支援をします。 

③ 価値創造 

お客様が期待する価値を高いレベルで実現し、高品質の製品・サービスを提供することがコアコン

ピタンスです。品質を最優先するということが結果的に納期短縮やコストダウンを実現するという信

念を持って、業務に取組みます。 

④ プロフェッショナリズム 

すべての社員が自分の担当する業務のプロとなる。世の中で通用するプロとしての知識・スキルを

持った人材となることを目指します。 

⑤ グローバリズム 

日本の枠にとらわれずに業務を展開していきます。グローバルに思考し、グローバルにビジネスを

展開します。 

こうした経営理念やShared Valueを実現するために、当社グループでは Fair, Aggressive,   

Communicate, Truthful, Openの頭文字をとり、de-FACTOを社員の行動指針として定めております。 

  

目標とする経営指標といたしましては、連結経常利益の成長率を重視するとともに、付加価値向上を

ベースとした従業員一人当たりの営業利益額を事業効率の指標とし、その増加につとめてまいります。 

  

① 注力するアプリケーションでの優位性確立 

インターネットの高速化、コンテンツの充実、サービスの向上など通信インフラが整う中で、ネッ

トワーク接続可能なデジタルデバイスの市場が拡大しております。当社グループは、無線技術、ネッ

トワークセキュリティ技術、高速化や通信安定性の向上などの対応といった研究開発を更に進め、い

ち早く当社製品に展開し、圧倒的に差別化された製品を販売できるよう体制を強化してまいりまし

た。また、有線・無線ネットワークを利用して映像と音声をリアルタイムに複数のモニタへ配信でき

る技術を利用したソリューションを米国を皮切りに世界で展開を開始しております。こうした技術や

ノウハウを最大限に利用し、特にプリンタ、医療、オーディオビジュアル、PC周辺機器の4つの注力

アプリケーションで優位性を確立してまいります。 

② グローバルビジネスの強化 

当社グループはグローバルビジネスの強化を成長戦略の重要なテーマとして位置づけております。

米国（ソルトレイクシティ、オレンジカウンティ）、ヨーロッパ（デュッセルドルフ）、中国（北

京）の現地法人において、それぞれの市場に特化した製品の開発およびマーケティング機能のさらな

る充実と市場開拓のための戦略的製品の投入を継続的に行っております。 

中国においては、良質な開発人員の確保を進め、新たな開発拠点としてグループ全体の開発リソー

スの底上げを図っております。 

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題



③ プリントサーバ以外の売上高構成比向上 

当社グループは、「ネットワーク対応プリントサーバ」が大きな売上シェアを占めております。近

年、オフィスではプリンタをネットワーク環境下で使用することが一般的となっており、コモディテ

ィ化が進んでいます。また、取引先のプリンタメーカがネットワークの技術を蓄積し、内製化のリス

クが高まる一方、ネットワークソフトを組込んだ低価格のCPUチップが出現する状況となっていま

す。こうした状況から、プリントサーバ以外の売上高構成比を向上させることが重要な経営課題とな

っており、当社グループは、USBデバイスサーバやMVDS、無線LANモジュール、認証プリントといった

戦略製品へとリソースをシフトしてきております。 

④ 次の成長ステージに向けた社内基盤確立 

当面は厳しい経営環境が続くと想定しており、将来の成長期に向けた社内基盤を確立する一方で更

なる効率化の追求、経費の圧縮に取組みます。具体的には、生産とそれに関する機能をグローバルな

観点から重複をなくし、コスト削減と生産性を高めるとともに、役員報酬の減額をはじめとする人件

費の効率的活用、諸経費の削減を進めます。 

  

当該事項につきましては、別途ジャスダック証券取引所のウェブサイトで開示しております「コーポ

レート・ガバナンスに関する報告書」の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状

況」において記載しておりますので、ご参照下さい。 

  

(4) 内部管理体制の整備・運用状況



  

 

４ 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度 
(平成19年12月31日)

当連結会計年度 
(平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 649,193 1,074,852 425,659

 ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 1,652,522 1,170,450 △ 482,071

 ３ 有価証券 2,732 1,205,937 1,203,205

 ４ たな卸資産 1,131,084 987,042 △ 144,041

 ５ 未収入金 483,273 215,348 △ 267,925

 ６ 繰延税金資産 83,683 36,652 △ 47,031

 ７ その他 30,331 49,265 18,934

 ８ 貸倒引当金 △5,045 △ 3,453 1,592

   流動資産合計 4,027,775 54.9 4,736,096 71.0 708,320

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※１

  (1) 建物及び構築物 ※３ 974,206 763,748 △ 210,458

  (2) 機械装置及び運搬具 ※３ 122,314 102,882 △ 19,432

  (3) 工具器具及び備品 ※３ 276,440 105,798 △ 170,642

  (4) 土地 277,054 ─ △ 277,054

   有形固定資産合計 1,650,015 22.5 972,428 14.6 △ 677,587

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 946,598 403,075 △ 543,522

  (2) その他 296,974 412,105 115,131

   無形固定資産合計 1,243,573 16.9 815,181 12.2 △ 428,391

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 32,978 13,589 △ 19,388

  (2) 繰延税金資産 178,564 ─ △ 178,564

  (3) その他 205,658 157,441 △ 48,216

  (4) 貸倒引当金 ─ △ 21,340 △ 21,340

   投資その他の資産合計 417,200 5.7 149,691 2.2 △ 267,509

   固定資産合計 3,310,789 45.1 1,937,301 29.0 △ 1,373,488

   資産合計 7,338,565 100.0 6,673,397 100.0 △ 665,167



 
  

 
前連結会計年度 
(平成19年12月31日)

当連結会計年度 
(平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 319,019 190,224 △ 128,795

 ２ 短期借入金 200,000 ─ △ 200,000

 ３ １年以内返済予定 
   長期借入金

221,592 382,101 160,509

 ４ 未払法人税等 90,113 32,120 △ 57,993

 ５ 製品保証引当金 12,146 1,429 △ 10,717

 ６ 返品調整引当金 17,548 13,014 △ 4,534

 ７ その他 234,448 373,246 138,798

   流動負債合計 1,094,869 15.0 992,137 14.9 △ 102,732

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ─ 900,000 900,000

 ２ 長期借入金 587,350 892,575 305,225

 ３ 退職給付引当金 279,200 303,300 24,100

 ４ 役員退職慰労引当金 41,890 41,240 △ 650

 ５ 繰延税金負債 11,440 184 △ 11,256

 ６ その他 ─ 116 116

   固定負債合計 919,880 12.5 2,137,415 32.0 1,217,535

   負債合計 2,014,750 27.5 3,129,553 46.9 1,114,803

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,058,191 28.0 2,058,191 30.8 ─

 ２ 資本剰余金 2,110,562 28.8 2,110,562 31.6 ─

 ３ 利益剰余金 1,140,319 15.5 △ 40,293 △ 0.6 △ 1,180,613

 ４ 自己株式 ─ ─ △ 345,499 △ 5.1 △ 345,499

   株主資本合計 5,309,073 72.3 3,782,960 56.7 △ 1,526,113

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

885 0.0 269 0.0 △ 616

 ２ 為替換算調整勘定 13,855 0.2 △ 239,385 △ 3.6 △ 253,241

   評価・換算差額等 
   合計

14,741 0.2 △ 239,115 △ 3.6 △ 253,857

   純資産合計 5,323,815 72.5 3,543,844 53.1 △ 1,779,970

   負債及び純資産合計 7,338,565 100.0 6,673,397 100.0 △ 665,167



  

 
  

(2) 連結損益計算書

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比 
(％)

金額(千円)
百分比 
(％)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 5,966,713 100.0 5,199,520 100.0 △ 767,193

Ⅱ 売上原価 3,098,308 51.9 2,807,044 54.0 △ 291,264

  売上総利益 2,868,405 48.1 2,392,476 46.0 △ 475,929

Ⅲ 販売費及び一般管理費
※１ 
 ２

2,435,797 40.8 2,271,211 43.7 △ 164,586

  営業利益 432,607 7.3 121,264 2.3 △ 311,343

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 9,214 7,605

 ２ 受取配当金 419 49

 ３ 保険解約益 21,426 ─

 ４ その他 10,711 41,771 0.6 9,929 17,584 0.3 △ 24,186

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 11,004 27,593

 ２ 支払保証料 33 1,333

 ３ 株式交付費 1,101 ─

 ４ 社債発行費 ― 13,434

 ５ 有価証券売却損 1,393 ─

 ６ 為替差損 41,072 96,310

 ７ 貸倒引当金繰入額 ─ 25,464

 ８ 売掛債権売却損 2,315 209

 ９ 自己株式取得費用 ─ 28,179

 10 その他 3,881 60,801 1.0 16,816 209,341 4.0 148,540

   経常利益 413,577 6.9 △ 70,492 △ 1.4 △ 484,070

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※３ ─ 1,735

 ２ 投資有価証券売却益 30,798 ─

 ３ 補助金収入 ─ 106,611

 ４ 事業譲渡益 ─ 30,798 0.5 39,500 147,846 2.8 117,047

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※４ ─ 197,875

 ２ 固定資産除却損 ※５ 23,834 122,795

 ３ 投資有価証券評価損 86,765 18,393

 ４ 固定資産圧縮損 ※６ ─ 104,744

 ５ 減損損失 ※７ ─ 110,599 1.8 399,912 843,720 16.2 733,121

   税金等調整前 
   当期純利益

333,776 5.6 △ 766,366 △ 14.8 △ 1,100,143

   法人税、住民税 
   及び事業税

186,758 37,898

   法人税等調整額 △55,116 131,641 2.2 213,421 251,320 4.8 119,678

   当期純利益 202,135 3.4 △ 1,017,686 △ 19.6 △ 1,219,821



前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 
  

 
  

(3) 連結株主資本等変動計算書

株主資本 評価・換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
その他有価証券 
評価差額金

為替換算 
調整勘定

平成18年12月31日残高(千円) 2,037,431 2,089,802 1,098,186 5,225,420 △ 10,159 32,826

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 20,760 20,760 41,520

 剰余金の配当 △ 160,001 △ 160,001

 当期純利益 202,135 202,135

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

11,044 △18,970

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

20,760 20,760 42,133 83,653 11,044 △18,970

平成19年12月31日残高(千円) 2,058,191 2,110,562 1,140,319 5,309,073 885 13,855

株主資本 評価・換算差額等

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
その他 
有価証券 
評価差額金

為替換算 
調整勘定

平成19年12月31日残高(千円) 2,058,191 2,110,562 1,140,319 ─ 5,309,073 885 13,855

連結会計年度中の変動額

 自己株式の取得 △ 345,499 △ 345,499

 剰余金の配当 △ 162,926 △ 162,926

 当期純利益 △ 1,017,686 △ 1,017,686

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)

△ 616 △ 253,241

連結会計年度中の変動額合計 
(千円)

△ 1,180,613 △ 345,499 △ 1,526,113 △ 616 △ 253,241

平成20年12月31日残高(千円) 2,058,191 2,110,562 △ 40,293 △ 345,499 3,782,960 269 △ 239,385



  

 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円) 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又は 
   税金等調整前当期純損失(△)

333,776 △ 766,366 △ 1,100,143

 ２ 減価償却費 221,763 321,672 99,909

 ３ 貸倒引当金の増加額 
   (△は減少額)   

△11,332 24,914 36,247

 ４ 製品保証引当金の増加額 
   (△は減少額)

12,540 △ 9,386 △ 21,927

 ５ 返品調整引当金の増加額 
   (△は減少額)

18,117 △ 1,114 △ 19,231

 ６ 退職給付引当金の増加額 14,800 24,100 9,300

 ７ 役員退職慰労引当金の減少額 △920 △ 650 270

 ８ 受取利息及び受取配当金 △9,633 △ 7,655 1,978

 ９ 支払利息 11,004 27,593 16,588

 10 株式交付費 1,101 ― △ 1,101

 11 社債発行費 ― 13,434 13,434

 12 自己株式取得費用 ― 28,179 28,179

 13 固定資産売却益 ― △ 1,735 △ 1,735

 14 固定資産売却損 ― 197,875 197,875

 15 固定資産除却損 23,834 122,795 98,960

 16 減損損失 ― 399,912 399,912

 17 為替差損又は為替差益(△) 24,975 △ 12,239 △ 37,214

 18 投資有価証券売却益 △30,798 ― 30,798

 19 投資有価証券評価損 86,765 18,393 △ 68,371

 20 補助金収入 ― △ 106,611 △ 106,611

 21 固定資産圧縮損 ― 104,744 104,744

 22 事業譲渡益 ― △ 39,500 △ 39,500

 23 売上債権の減少額 
   (△は増加額)

△247,263 436,573 683,837

 24 たな卸資産の減少額 
   (△は増加額)

△296,488 52,890 349,378

 25 未収入金の減少額 
   (△は増加額)

△109,903 358,150 468,053

 26 仕入債務の増加額 
   (△は減少額)

36,233 △ 126,884 △ 163,118

 27 その他 △41,977 32,922 74,899

    小計 36,595 1,092,008 1,055,412

 28 利息及び配当金の受取額 9,747 7,655 △ 2,092

 29 利息の支払額 △12,208 △ 22,292 △ 10,083

 30 法人税等の支払額 △177,232 △ 180,728 △ 3,495

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△143,097 896,643 1,039,741



  

 
  

前連結会計年度 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

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 △119,015 ― 119,015

 ２ 定期預金の払戻による収入 237,848 ― △ 237,848

 ３ 有価証券の取得による支出 △268 ― 268

 ４ 有価証券の売却による収入 110,770 ― △ 110,770

 ５ 有形固定資産の取得による支出 △1,167,542 △ 93,465 1,074,076

 ６ 有形固定資産の売却による収入 ― 132,109 132,109

 ７ 無形固定資産の取得による支出 △124,206 △ 119,465 4,741

 ８ 投資有価証券の取得による支出 △34 △ 44 △ 9

 ９ 投資有価証券の売却による収入 50,900 ― △ 50,900

 10 補助金の受取額 ― 106,611 106,611

 11 差入保証金の回収による収入 ― 99,799 99,799

 12 その他 △28,377 △ 20,823 7,554

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△1,039,927 104,722 1,144,649

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又は 
   純減少額(△)

200,000 △ 200,000 △ 400,000

 ２ 長期借入による収入 200,000 802,976 602,976

 ３ 長期借入金の返済による支出 △184,929 △ 336,797 △ 151,868

 ４ 社債の発行による収入 ― 886,565 886,565

 ５ 社債の償還による支出 △10,000 ― 10,000

 ６ 株式の発行による収入 40,418 ― △ 40,418

 ７ 配当金の支払額 △158,616 △ 161,521 △ 2,904

 ８ 自己株式の取得による支出 ― △ 373,679 △ 373,679

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

86,872 617,543 530,670

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

△4,863 9,955 14,819

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
  (△は減少額)

△1,101,016 1,628,864 2,729,880

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,752,942 651,926 △ 1,101,016

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 651,926 2,280,790 1,628,864



  

 

(5) 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19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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 america,Inc.

  silex technology europe GmbH
  北京捷希凱網絡技術有限公司
  すべての子会社を連結しておりま
す。

(1) 連結子会社数 ３社
silex technology america,Inc.

  silex technology europe GmbH
  希来凱思技術(北京)有限公司
  すべての子会社を連結しておりま
す。

  なお、希来凱思技術(北京)有限公
司は、平成20年２月18日に北京捷
希凱網絡技術有限公司より社名変
更しました。

(2) 主要な非連結子会社
  非連結子会社はありません。

(2) 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

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(評価差額は全部純資産直
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
   主として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

 (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
 ① 平成19年３月31日以前に取得し
たもの

  主として定率法によっておりま
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。)

 ② 平成19年４月１日以降に取得し
たもの

  主として改正後の法人税法に定め
る定率法によっております。(た
だし、建物(建物附属設備を除く)
については、改正後の法人税法に
定める定額法を採用しておりま
す。)

  ただし、在外子会社については、
主として定額法を採用しておりま
す。

１) 有形固定資産
 ① 平成19年３月31日以前に取得し
たもの

  主として定率法によっておりま
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。)

 ② 平成19年４月１日以降に取得し
たもの

  主として改正後の法人税法に定め
る定率法によっております。(た
だし、建物(建物附属設備を除く)
については、改正後の法人税法に
定める定額法を採用しておりま
す。)

  ただし、在外子会社については、
主として定額法を採用しておりま
す。



 

 

項目
前連結会計年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 

  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～50年
機械装置 
及び運搬具 ４年～11年

工具器具及び備品 ２年～８年
(会計方針の変更)
  法人税法の改正((所得税法等の一
部を改正する法律 平成19年３月
30日 法律第６号)及び(法人税法
施行令の一部を改正する政令 平
成19年３月30日 政令第83号))に
伴い、平成19年４月１日以降に取
得したものについては、改正後の
法人税法に基づく方法に変更して
おります。

  この変更により、従来の方法に比
べて減価償却費が7,637千円増加
し、営業利益、経常利益、及び、
税金等調整前当期純利益は同額減
少しております。

 

  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～50年
機械装置 
及び運搬具 ４年～11年

工具器具及び備品 ２年～８年
(追加情報)
  法人税法の改正((所得税法等の一
部を改正する法律 平成19年３月
30日 法律第６号)及び(法人税法
施行令の一部を改正する政令 平
成19年３月30日 政令第83号))に
伴い、平成19年３月31日以前に取
得したものについては、償却可能
限度額まで償却が終了した翌年か
ら５年間で均等償却する方法によ
っております。

  当該変更に伴う損益に与える影響
は軽微であります。

２) 無形固定資産
  ソフトウエアについては、見込有
効期間(３年以内)及び見込利用可
能期間(５年以内)に基づく定額法
を採用しております。

  なお、米国連結子会社ののれんに
ついては、米国財務会計基準審議
会基準書第142号「のれん及びそ
の他の無形固定資産」を適用して
おり、当該のれんについては償却
を行わず、減損が発生した場合に
減損を認識し計上いたします。

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) 製品保証引当金
  製品販売後に発生する製品保証費
用に備えるため、過去の実績値を
基礎としてその必要額を計上して
おります。

２) 製品保証引当金
同左

３) 返品調整引当金
  製品の返品による損失に備えるた
め、過去の返品実績率に基づく返
品損失見込額を計上しておりま
す。

３) 返品調整引当金
同左



 
  

 

項目
前連結会計年度

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

４) 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。

４) 退職給付引当金
同左

５) 役員退職慰労引当金
  役員に対する退職慰労金の支給に
備えるため、内規に基づく期末要
支給額を計上しております。 
なお、当社は、平成17年１月20日
開催の報酬委員会において、役員
退職慰労金制度を平成16年12月期
定時株主総会終結の時をもって廃
止することを決議しております。
廃止時における引当額は対象とな
る役員の退職まで据え置き、平成
17年４月以降の新たな引当は行っ
ておりません。

５) 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、換算差額は純資産
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

 (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

消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税の会計処理
は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理
同左

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 のれんの償却に関する事
項

該当事項はありません。 同左

７ 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



 
  

  

 
  

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

――― (連結キャッシュ・フロー計算書)
 前連結会計年度において投資活動によるキャッシ 
ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました
「差入保証金の回収による収入」（前連結会計年度926
千円）については、重要性が増したため、当連結会計年
度より区分掲記しております。

(7) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成19年12月31日)

当連結会計年度 
(平成20年12月31日)

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 621,401千円

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 597,950千円

 

※２ 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 64,462千円

 

※２ 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 46,553千円

※３          ───          

 

※３ 当連結会計年度において、京都産業立地戦略21特
別対策事業費補助金交付要綱の適用を受けて有形
固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額
は104,744千円であり、その内訳は次のとおりで
あります。
 建物及び構築物 92,473千円
 機械装置及び運搬具 9,496千円
 工具器具及び備品 2,773千円
 計 104,744千円



  

 
  

  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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 126,018千円
 給料手当 755,696千円
 退職給付費用 10,630千円
 研究開発費 445,287千円
 支払手数料 86,360千円

 

※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 158,451千円
 給料手当 621,285千円
 退職給付費用 10,683千円
 研究開発費 489,412千円
 支払手数料 108,692千円

 
※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 445,287千円

 
※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 489,412千円

※３          ───          

 

※３ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま
す。
 機械装置及び運搬具 1,735千円
 計 1,735千円

※４          ───          

 

※４ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま
す。
 建物及び構築物 46,326千円
 機械装置及び運搬具 1,938千円
 工具器具及び備品 2,555千円
 土地 147,054千円
 計 197,875千円

 

※５ 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 22,464千円
 機械装置及び運搬具 1,174千円
 工具器具及び備品 196千円
 計 23,834千円  

※５ 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 122,112千円
 ソフトウェア 682千円
 計 122,795千円

※６          ───          

 

※６ 資産の取得価額から直接減額した価額の内訳は、
次のとおりであります。
 建物及び構築物 92,473千円
 機械装置及び運搬具 9,496千円
 工具器具及び備品 2,773千円
 計 104,744千円

※７          ───          

 

※７ 当連結会計年度において、当社グループは以下の
資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

米国ソルトレイクシティ ― のれん

   当社グループは、減損損失の算定に当たり損益の
単位となる地域を基準にグルーピングを行ってお
ります。また、遊休資産及びのれんについては個
別に減損の検討を行っております。 
在米連結子会社が米国財務会計基準書第142号に
基づき、のれんの減損テストを行った結果、公正
価額が簿価を下回っていると判断されたため、の
れんの減損損失（399百万円）を計上しておりま
す。



前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 
  

 
(注)  ストック・オプションの行使による増加であります。 

  

２ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 
  

 
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 41,026 750 ― 41,776

計 41,026 750 ― 41,776

決議 株式の種類 配当金の総額 
(千円)

１株当たり 
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成19年２月13日 
取締役会 普通株式 160,001 3,900 平成18年12月31日 平成19年３月15日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の 
総額 
(千円)

１株当たり 
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成20年２月14日 
取締役会 普通株式 利益剰余金 162,926 3,900 平成19年12月31日 平成20年３月14日



当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 
  

 
  

２ 自己株式に関する事項 
  

 
(注) 増加の内訳は次のとおりであります。 

  端株の買取りによる増加          4株 
  自己株式公開買付による増加      6,000株 

 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 
  

 
 (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 
  

 
  

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 41,776 ― ― 41,776

計 41,776 ― ― 41,776

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） ─ 6,004 ─ 6,004

計 ─ 6,004 ─ 6,004

決議 株式の種類 配当金の総額 
(千円)

１株当たり 
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成20年２月14日 
取締役会 普通株式 162,926 3,900 平成19年12月31日 平成20年３月14日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の 
総額 
(千円)

１株当たり 
配当額 
(円)

基準日 効力発生日

平成21年２月13日 
 取締役会 普通株式 利益剰余金 53,658 1,500 平成20年12月31日 平成21年３月16日

(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19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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 649,193千円
取得日から３か月以内に償還期限 
の到来する短期投資 2,732千円

現金及び現金同等物 651,926千円
  

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 1,074,852千円
取得日から３か月以内に償還期限 
の到来する短期投資 1,205,937千円

現金及び現金同等物 2,280,790千円
 



前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年
１月１日 至 平成20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。 

  

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 
 (1) 北米 ……………… 米国 
 (2) その他の地域 …… ドイツ、中国 
３ 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載 
のとおり、当連結会計年度より、法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 
法律第６号）及び（法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、平
成19年４月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく償却方法に変更してお
ります。この変更により、従来の方法に比べて「日本」について営業費用が7,637千円増加し、営業利益は
同額減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

北米 
(千円)

その他の 
地域(千円)

計 
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 4,536,247 1,143,227 287,238 5,966,713 ─ 5,966,713

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 473,429 39,747 39,752 552,929 (552,929) ─

計 5,009,677 1,182,974 326,991 6,519,643 (552,929) 5,966,713

 営業費用 4,579,460 1,151,074 352,307 6,082,842 (548,736) 5,534,106

 営業利益又は 
 営業損失(△) 430,216 31,900 △25,315 436,800 (4,193) 432,607

Ⅱ 資産 7,387,030 1,669,258 292,175 9,348,463 (2,009,898) 7,338,565



当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 
 (1) 北米 ……………… 米国 
 (2) その他の地域 …… ドイツ、中国 
  

前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 
 (1) 北米 ……………… 米国 
 (2) その他の地域 …… ドイツ、中国 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 
  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 
 (1) 北米 ……………… 米国、カナダ 
 (2) 欧州 ……………… 英国、ドイツ等 
 (3) その他の地域 …… 北米、欧州および本邦を除く国又は地域 
３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

日本 
(千円)

北米 
(千円)

その他の 
地域(千円)

計 
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結 
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

 売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 3,989,105 1,018,001 192,412 5,199,520 ─ 5,199,520

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 582,581 36,705 53,527 672,815 (672,815) ─

計 4,571,687 1,054,707 245,940 5,872,335 (672,815) 5,199,520

 営業費用 4,438,143 1,040,264 283,895 5,762,303 (684,048) 5,078,255

 営業利益又は 
 営業損失(△) 133,543 14,442 △37,954 110,031 11,232 121,264

Ⅱ 資産 7,424,683 898,003 199,417 8,522,104 (1,848,706) 6,673,397

３ 海外売上高

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,143,227 338,513 1,481,741

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 5,966,713

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 19.2 5.6 24.8

 

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 860,168 362,541 1,222,710

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 5,199,520

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 16.5 7.0 23.5



  

 
  

(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20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、減損損失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、減損損失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 7,620 7,239 381

工具器具及び 
備品 12,672 9,624 3,047

合計 20,292 16,863 3,428
 

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 4,319 575 3,743

工具器具及び 
備品 6,282 5,130 1,151

合計 10,601 5,706 4,895

  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等
  未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,276千円
１年超 1,151千円
合計 3,428千円

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等
  未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,015千円
１年超 2,879千円
合計 4,895千円

  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、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額及び減損損失
支払リース料 4,058千円
減価償却費相当額 4,058千円

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額及び減損損失
支払リース料 2,852千円
減価償却費相当額 2,852千円

(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

(減損損失について)
リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について)
同左



前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 
  

 
(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、取引金額以外の金額には消費税等が含まれております。 
２ ㈱イントは当社取締役掛川和彦が議決権の95.0％を直接所有しております。 
３ 人事研修等の支払については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ 役員及び個人主要株主等 
  

 
(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、取引金額以外の金額には消費税等が含まれております。 
２ ㈱イントは当社取締役掛川和彦が議決権の95.0％を直接所有しております。 
３ 人事研修等の支払については、一般取引条件と同様に決定しております。 

  

税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた

め開示を省略します。なお、当該注記事項に関しましては、平成21年３月31日提出予定の有価証券報告書

に記載しており、『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム』

（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧いただくことができます。 

  

(関連当事者との取引)

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 
(％)

関係内容
取引の内容 取引金額 

(千円) 科目 期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

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

(株)イン
ト 
(注２)

京都府 
京都市 
中京区

10,000
人事コンサ
ルティング
他

―  兼任 １名
人事研修
等

人事研修等 
(注３) 2,112 未払金 384

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 
(％)

関係内容
取引の内容 取引金額 

(千円) 科目 期末残高 
(千円)役員の 

兼任等
事業上 
の関係

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

(株)イン
ト 
(注２)

京都府 
京都市 
中京区

10,000
人事コンサ
ルティング
他

―  兼任 １名
人事研修
等

人事研修等 
(注３) 2,857 未払金 525

(税効果会計関係)



前連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成19年12月31日) 
  

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて、81,977千円の減損処理を行っておりま 

す。なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上
下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等
を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととなっております。 

  

  

 
  

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19年12月31日) 

その他有価証券 

 
  

(有価証券関係)

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 1,621 3,114 1,492

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 1,621 3,114 1,492

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 25,502 25,502 ―

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 25,502 25,502 ―

合計 27,124 28,616 1,492

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円)

161,670 30,798 1,393

フリーファイナンシャルファンド 2,732千円

非上場外国株式 4,361千円



当連結会計年度 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成20年12月31日) 
  

 
(注) 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて、15,733千円の減損処理を行っておりま 

す。なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上
下落した場合には全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等
を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととなっております。 

  
  

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20年12月31日) 

その他有価証券 

 
  

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 1,665 2,119 453

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 1,665 2,119 453

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 9,769 9,769 ―

 ② 債券 ― ― ―

 ③ その他 ― ― ―

小計 9,769 9,769 ―

合計 11,435 11,888 453

フリーファイナンシャルファンド 1,205,937千円

非上場外国株式 1,701千円



前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成20年１

月１日 至 平成20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。 

  

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、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。 

海外子会社は、退職給付制度はありません。 

  

２ 退職給付債務に関する事項 

 
(注) 当社は、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 

 
  

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。 

  

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)

前連結会計年度 
(平成19年12月31日)

当連結会計年度 
(平成20年12月31日)

退職給付債務 279,200千円 303,300千円

退職給付引当金 279,200千円 303,300千円

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

勤務費用 32,884千円 34,230千円



前連結会計年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 
  

 

 

(ストック・オプション等関係)

決議年月日 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

 

当社監査役 １名
当社従業員 12名

 

当社取締役 ５名
当社執行役 ６名
当社従業員 64名

ストック・オプションの数  普通株式 78株  普通株式 345株

付与日 平成15年３月28日 平成16年９月13日

権利確定条件 ― ―

対象勤務期間 ― ―

権利行使期間 自 平成17年４月15日 
至 平成20年４月14日

自 平成18年４月15日 
至 平成21年４月14日

権利行使条件

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。

２ その他細目については、当社と
対象者の間で締結した新株予約
権割当契約に定めるところによ
る。

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、執行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。

２ その他細目については、当社と
対象者の間で締結した新株予約
権割当契約に定めるところによ
る。

決議年月日 平成18年３月29日

付与対象者の区分及び人数

 

当社取締役 ４名
当社執行役 ６名
当社従業員 195名
子会社従業員 25名

ストック・オプションの数  普通株式 700株

付与日 平成18年４月21日

権利確定条件 ―

対象勤務期間 ―

権利行使期間 自 平成20年４月15日 
至 平成23年４月14日

権利行使条件

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、執行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。

２ その他細目については、当社と
対象者の間で締結した新株予約
権割当契約に定めるところによ
る。



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ① ストック・オプションの数 
(単位：株) 

   
  ② 単価情報 

(単位：円) 

 
    

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 平成18年３月29日

権利確定前

 前連結会計年度末 ─ ─ ─ 693

 付与 ─ ─ ─ ─

 失効 ─ ─ ─ 78

 権利確定 ─ ─ ─ ─

 当連結会計年度末 ─ ─ ─ 615

権利確定後

 前連結会計年度末 792 48 337 ─

 権利確定 ─ ─ ─ ─

 権利行使 738 12 ─ ─

 失効 54 ─ 56 ─

 当連結会計年度末 ─ 36 281 ─

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 平成18年３月29日

権利行使価格 55,000 77,500 350,223 311,755

権利行使時の平均株価 115,626 107,500 ─ ─

公正な評価単価(付与日) ─ ─ ─ ─

 



当連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 
  

 

決議年月日 平成16年３月30日 平成18年３月29日

付与対象者の区分及び人数

 

当社取締役 ５名
当社執行役 ６名
当社従業員 64名

 

当社取締役 ４名
当社執行役 ６名
当社従業員 195名
子会社従業員 25名

ストック・オプションの数  普通株式 345株  普通株式 700株

付与日 平成16年９月13日 平成18年４月21日

権利確定条件 ― ―

対象勤務期間 ― ―

権利行使期間 自 平成18年４月15日 
至 平成21年４月14日

自 平成20年４月15日 
至 平成23年４月14日

権利行使条件

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、執行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。

２ その他細目については、当社と
対象者の間で締結した新株予約
権割当契約に定めるところによ
る。

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、執行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。

２ その他細目については、当社と
対象者の間で締結した新株予約
権割当契約に定めるところによ
る。



(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ① ストック・オプションの数 
(単位：株) 

   
  ② 単価情報 

(単位：円) 

 
    

該当事項はありません。 

  

決議年月日 平成15年３月28日 平成16年３月30日 平成18年３月29日

権利確定前

 前連結会計年度末 ― ― 615

 付与 ― ― ―

 失効 ― ― 8

 権利確定 ― ― 607

 当連結会計年度末 ― ― ―

権利確定後

 前連結会計年度末 36 281 ―

 権利確定 ― ― 607

 権利行使 ― ― ―

 失効 36 4 11

 当連結会計年度末 ― 277 596

決議年月日 平成15年３月28日 平成16年３月30日 平成18年３月29日

権利行使価格 77,500 350,223 311,775

権利行使時の平均株価 ― ― ―

公正な評価単価(付与日) ― ― ―

 

(企業結合等関係)



  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度末
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度末
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 
１株当たり純資産額 127,437円17銭

 
１株当たり純資産額 99,067円56銭

 
１株当たり当期純利益 4,881円43銭

 
１株当たり当期純損失 24,979円43銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 4,853円41銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

前連結会計年度末
(平成19年12月31日)

当連結会計年度末
(平成20年12月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 5,323,815 3,543,844

普通株式に係る純資産額(千円) 5,323,815 3,543,844

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純
資産額の算定に用いられた普通株式に係る連結会計年
度末の純資産額との差額(千円)

― ─

普通株式の発行済株式数(株) 41,776 41,776

普通株式の自己株式数(株) ― 6,004

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(株) 41,776 35,772



２ 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 
  

 
  

該当事項はありません。 

前連結会計年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１株当たり当期純利益又は当期純損失

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 202,135 △1,017,686

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

普通株式に係る当期純利益 
 又は当期純損失(△)(千円) 202,135 △1,017,686

普通株式の期中平均株式数(株) 41,409 40,741

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) ― ─

普通株式増加数(株) 239 ─

(うち新株予約権(株))
(うち新株予約権付社債(株))

(239)
(―)

(―)
(―)

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

(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281個) 
株主総会の特別決議日 
平成18年３月29日 
(新株予約権615個)

(新株予約権) 
株主総会の特別決議日  
平成15年３月28日  
(新株予約権―個)  
株主総会の特別決議日 
平成16年３月30日 
(新株予約権277個) 
株主総会の特別決議日 
平成18年３月29日 
(新株予約権596個)

(重要な後発事象)



  

 

５ 個別財務諸表

(1) 貸借対照表

第35期 
(平成19年12月31日)

第36期 
(平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 410,655 970,084 559,428

 ２ 受取手形 ※２ 252,966 233,743 △ 19,222

 ３ 売掛金 ※１ 1,277,889 858,681 △ 419,207

 ４ 有価証券 2,732 1,205,937 1,203,205

 ５ 商品 135 146 11

 ６ 製品 94,787 96,990 2,203

 ７ 原材料 347,653 277,475 △ 70,178

 ８ 仕掛品 257,275 271,760 14,484

 ９ 貯蔵品 293 460 167

 10 前渡金 1,398 362 △ 1,036

 11 前払費用 11,709 31,518 19,809

 12 １年以内回収予定 
   関係会社長期貸付金

68,490 ─ △ 68,490

 13 未収入金 483,443 215,348 △ 268,095

 14 繰延税金資産 48,621 36,652 △ 11,969

 15 その他 1,191 2,041 850

   流動資産合計 3,259,244 44.1 4,201,203 56.6 941,959

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※３ 1,074,350 786,429

    減価償却累計額 168,756 905,594 72,508 713,921 △ 191,673

  (2) 構築物 ※３ 76,903 66,035

    減価償却累計額 8,290 68,612 16,208 49,826 △ 18,785

  (3) 機械及び装置 ※３ 194,190 200,462

    減価償却累計額 73,731 120,458 98,234 102,227 △ 18,231

  (4) 車両運搬具 ※３ 13,801 7,229

    減価償却累計額 11,946 1,855 6,575 654 △ 1,200

  (5) 工具器具備品 ※３ 568,443 455,743

    減価償却累計額 326,475 241,968 378,978 76,764 △ 165,203

  (6) 土地 277,054 ─ △ 277,054

   有形固定資産合計 1,615,543 21.9 943,395 12.7 △ 672,148



 

 
第35期 

(平成19年12月31日)
第36期 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)

 ２ 無形固定資産

  (1) ソフトウエア 257,134 254,876 △ 2,257

  (2) その他 39,654 157,229 117,574

   無形固定資産合計 296,789 4.0 412,105 5.5 115,316

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 32,978 13,589 △ 19,388

  (2) 関係会社株式 1,564,363 1,730,989 166,626

  (3) 関係会社長期貸付金 239,715 ― △ 239,715

  (4) 長期前払費用 2,206 2,966 760

  (5) 繰延税金資産 178,564 ― △ 178,564

  (6) 差入保証金 183,829 106,040 △ 77,788

  (7) 保険積立金 13,586 12,921 △ 664

  (8) その他 210 1,470 1,260

   投資その他の資産合計 2,215,453 30.0 1,867,978 25.2 △ 347,474

   固定資産合計 4,127,785 55.9 3,223,479 43.4 △ 904,306

   資産合計 7,387,030 100.0 7,424,683 100.0 37,653



 

 
第35期 

(平成19年12月31日)
第36期 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 96,971 71,972 △ 24,998

 ２ 買掛金 209,861 116,694 △ 93,167

 ３ 短期借入金 200,000 ─ △ 200,000

 ４ １年以内返済予定 
   長期借入金

221,592 381,504 159,912

 ５ 未払金 190,170 224,515 34,345

 ６ 未払費用 318 5,169 4,851

 ７ 未払法人税等 90,113 32,120 △ 57,993

 ８ 未払消費税等 ― 52,919 52,919

 ９ 前受金 31 333 301

 10 預り金 45,062 40,051 △ 5,010

 11 その他 5,158 36,336 31,177

   流動負債合計 1,059,278 14.3 961,616 12.9 △ 97,661

Ⅱ 固定負債

 １ 社債 ― 900,000 900,000

 ２ 長期借入金 587,350 890,878 303,528

 ３ 退職給付引当金 279,200 303,300 24,100

 ４ 繰延税金負債 ― 184 184

 ５ 役員退職慰労引当金 41,890 41,240 △ 650

 ６ その他 ― 116 116

   固定負債合計 908,440 12.3 2,135,718 28.8 1,227,278

   負債合計 1,967,718 26.6 3,097,335 41.7 1,129,616



 
  

 
第35期 

(平成19年12月31日)
第36期 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,058,191 27.9 2,058,191 27.7 ─

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 2,110,562 2,110,562

   資本剰余金合計 2,110,562 28.6 2,110,562 28.4 ─

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 11,590 11,590

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 80,000 80,000

    繰越利益剰余金 1,158,081 412,234

   利益剰余金合計 1,249,671 16.9 503,824 6.8 △ 745,847

 ４ 自己株式 ─ ─ △ 345,499 △4.6 △ 345,499

   株主資本合計 5,418,425 73.4 4,327,078 58.3 △ 1,091,346

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

885 0.0 269 0.0 △ 616

   評価・換算差額等 
   合計

885 0.0 269 0.0 △ 616

   純資産合計 5,419,311 73.4 4,327,347 58.3 △ 1,091,963

   負債純資産合計 7,387,030 100.0 7,424,683 100.0 37,653



  

 

(2) 損益計算書

第35期 
(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日)

第36期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比 
(％)

金額(千円)
百分比 
(％)

金額(千円)

Ⅰ 売上高

 １ 商品売上高 8,765 3,734

 ２ 製品売上高 5,000,911 5,009,677 100.0 4,567,953 4,571,687 100.0 △ 437,989

Ⅱ 売上原価

 １ 期首商品たな卸高 435 135

 ２ 期首製品たな卸高 54,388 94,787

 ３ 当期商品仕入高 6,474 2,959

 ４ 当期製品製造原価 2,782,657 2,662,088

    合計 2,843,957 2,759,970

 ５ 期末商品たな卸高 135 146

 ６ 期末製品たな卸高 94,787 2,749,034 54.9 96,990 2,662,833 58.2 △ 86,201

   売上総利益 2,260,642 45.1 1,908,854 41.8 △ 351,788

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１

 １ 役員報酬 126,018 119,525

 ２ 給料手当 385,510 336,054

 ３ 賞与手当 101,864 82,894

 ４ 退職給付費用 10,630 10,683

 ５ 地代家賃 109,460 86,738

 ６ 減価償却費 50,635 85,114

 ７ 研究開発費 458,098 510,119

 ８ 支払手数料 214,415 167,735

 ９ その他 373,791 1,830,426 36.5 376,445 1,775,310 38.9 △ 55,115

   営業利益 430,216 8.6 133,543 2.9 △ 296,672

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 10,299 11,743

 ２ 有価証券利息 2,259 4,006

 ３ 受取配当金 419 49

 ４ 保険解約益 21,426 ─

 ５ その他 2,074 36,479 0.7 7,028 22,826 0.5 △ 13,652



 
  

 
第35期 

(自 平成19年１月１日 
至 平成19年12月31日)

第36期 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 
番号

金額(千円)
百分比 
(％)

金額(千円)
百分比 
(％)

金額(千円)

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 10,984 22,676

 ２ 社債利息 19 4,916

 ３ 支払保証料 33 1,333

 ４ 株式交付費 1,101 ─

 ５ 社債発行費 ― 13,434

 ６ 有価証券売却損 1,393 ─

 ７ 為替差損 29,353 96,682

 ８ 売掛債権売却損 2,315 209

 ９ 自己株式取得費用 ― 28,179

 10 その他 ― 45,201 0.9 12,262 179,695 3.9 134,494

   経常利益 421,494 8.4 △ 23,325 △0.5 △ 444,819

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 ※２ ─ 1,735

 ２ 貸倒引当金戻入益 300 ─

 ３ 投資有価証券売却益 30,798 ─

 ４ 補助金収入 ─ 31,098 0.6 106,611 108,346 2.4 77,247

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 ※３ ─ 193,801

 ２ 固定資産除却損 ※４ 23,834 122,112

 ３ 投資有価証券評価損 86,765 18,393

 ４ 固定資産圧縮損 ※５ ─ 110,599 2.2 104,744 439,051 9.6 328,452

   税引前当期純利益 341,993 6.8 △ 354,030 △7.7 △ 696,024

   法人税、住民税 
   及び事業税

186,626 37,750

   法人税等調整額 △36,346 150,280 3.0 191,140 228,890 5.1 78,609

   当期純利益 191,712 3.8 △ 582,920 △12.8 △ 774,633



第35期(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 
  

 
  

第36期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本 評価・換算 
差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 
合計

その他 
有価証券 
評価差額金資本準備金 利益準備金

その他 
利益剰余金

別途積立金 繰越利益 
剰余金

平成18年12月31日残高(千円) 2,037,431 2,089,802 11,590 80,000 1,126,369 5,345,194 △10,159

事業年度中の変動額

 新株の発行 20,760 20,760 41,520

 剰余金の配当 △160,001 △160,001

 当期純利益 191,712 191,712

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 11,044

事業年度中の変動額合計 
(千円) 20,760 20,760 ― ― 31,711 73,231 11,044

平成19年12月31日残高(千円) 2,058,191 2,110,562 11,590 80,000 1,158,081 5,418,425 885

株主資本 評価・換算 
差額等

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本 
合計

その他 
有価証券 
評価差額金資本準備金 利益準備金

その他 
利益剰余金

別途積立金 繰越利益 
剰余金

平成19年12月31日残高(千円) 2,058,191 2,110,562 11,590 80,000 1,158,081 ─ 5,418,425 885

事業年度中の変動額

 自己株式の取得 △ 345,499 △ 345,499

 剰余金の配当 △ 162,926 △ 162,926

 当期純利益 △ 582,920 △ 582,920

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) △ 616

事業年度中の変動額合計 
(千円) ─ ─ ― ― △ 745,847 △ 345,499 △ 1,091,346 △ 616

平成20年12月31日残高(千円) 2,058,191 2,110,562 11,590 80,000 412,234 △ 345,499 4,327,078 269



  

 

(4) 重要な会計方針

項目
第35期

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第36期
(自 平成20年１月１日
至 平成20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
   (評価差額は全部純資産直入法

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
 ① 平成19年３月31日以前に取得し
たもの

  定率法によっております。(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。)

 ② 平成19年４月１日以降に取得し
たもの

  改正後の法人税法に定める定率法
によっております。(ただし、建
物(建物附属設備を除く)について
は、改正後の法人税法に定める定
額法を採用しております。)

  なお主要な耐用年数は次のとおり
であります。
建物 10年～50年
機械及び装置 11年
工具器具備品 ２年～８年

 

(1) 有形固定資産
 ① 平成19年３月31日以前に取得し
たもの

  定率法によっております。(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。)

 ② 平成19年４月１日以降に取得し
たもの

  改正後の法人税法に定める定率法
によっております。(ただし、建
物(建物附属設備を除く)について
は、改正後の法人税法に定める定
額法を採用しております。)

  なお主要な耐用年数は次のとおり
であります。
建物 10年～50年
機械及び装置 11年
工具器具備品 ２年～８年

(会計方針の変更)
  法人税法の改正((所得税法等の一
部を改正する法律 平成19年３月
30日 法律第６号)及び(法人税法
施行令の一部を改正する政令 平
成19年３月30日 政令第83号))に
伴い、平成19年４月１日以降に取
得したものについては、改正後の
法人税法に基づく方法に変更して
おります。

  この変更により、従来の方法に比
べて減価償却費が7,637千円増加
し、営業利益、経常利益、及び、
税引前当期純利益は同額減少して
おります。

(追加情報)
  法人税法の改正((所得税法等の一
部を改正する法律 平成19年３月
30日 法律第６号)及び(法人税法
施行令の一部を改正する政令 平
成19年３月30日 政令第83号))に
伴い、平成19年３月31日以前に取
得したものについては、償却可能
限度額まで償却が終了した翌年か
ら５年間で均等償却する方法によ
っております。

  当該変更に伴う損益に与える影響
は軽微であります。



 
  

 

項目
第35期

(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第36期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

(2) 無形固定資産
  ソフトウエアについては、見込有
効期間(３年以内)及び見込利用可
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

４ 繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費
  支出時に全額費用として処理して
おります。

(1) 株式交付費
同左

(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 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。

  なお、当社は、平成17年１月20日
開催の報酬委員会において、役員
退職慰労金制度を平成16年12月期
定時株主総会終結の時をもって廃
止することを決議しております。
廃止時における引当額は対象とな
る役員の退職まで据え置き、平成
17年４月以降の新たな引当は行っ
ておりません。

(3) 役員退職慰労引当金
同左

６ 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

７ 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

８ 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。

消費税等の会計処理
同左



  

  

 
  

(5) 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

(6) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

第35期 
(平成19年12月31日)

第36期 
(平成20年12月31日)

 

※１ 関係会社に対する資産
 売掛金 105,026千円

 １年以内返済予定 
  長期貸付金

68,490千円

 長期貸付金 239,715千円

 

※１ 関係会社に対する資産
 売掛金 50,226千円

 

※２ 期末日満期手形
   期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末
日が金融機関の休日であったため、次の期末日満
期手形が期末残高に含まれております。
 受取手形 64,462千円

 

※２ 期末日満期手形
   期末日満期手形の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しております。なお、当期末
日が金融機関の休日であったため、次の期末日満
期手形が期末残高に含まれております。
 受取手形 46,553千円

※３          ───

 

※３ 当期において、京都産業立地戦略21特別対策事業
費補助金交付要綱の適用を受けて有形固定資産の
取得価額から控除している圧縮記帳額は104,744
千円であり、その内訳は次のとおりであります。
 建物 85,764千円
 構築物 6,708千円
 機械及び装置 9,409千円
 車両運搬具 86千円
 工具器具備品 2,773千円
 計 104,744千円



  

 
  

第35期(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

第36期(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

自己株式に関する事項 
  

 
(注) 増加の内訳は次のとおりであります。 

      端株の買取による増加        4株 

      自己株式公開買付による増加   6,000株 

(損益計算書関係)

第35期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第36期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 
※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 458,098千円

 
※１ 一般管理費に含まれる研究開発費 510,119千円

※２          ───

 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま
す。
 車両運搬具 1,735千円
 計 1,735千円

※３          ───

 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま
す。
 建物 44,935千円
 構築物 1,391千円
 工具器具備品 420千円
 土地 147,054千円
 計 193,801千円

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。
 建物 22,464千円
 機械及び装置 1,174千円
 工具器具備品 196千円
 計 23,834千円

 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま
す。
 工具器具備品 122,112千円
 計 122,112千円

※５          ───

 

※５ 資産の取得価額から直接減額した価額の内訳は、
次のとおりであります。
 建物 85,764千円
 構築物 6,708千円
 機械及び装置 9,409千円
 車両運搬具 86千円
 工具器具備品 2,773千円
 計 104,744千円

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) ― 6,004 ─ 6,004



 
  

(リース取引関係)

第35期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第36期
(自 平成20年１月１日
至 平成20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、減損損失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、減損損失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)

車両運搬具 7,620 7,239 381

工具器具備品 12,672 9,624 3,047

合計 20,292 16,863 3,428
 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高 
相当額 
(千円)

車両運搬具 4,319 575 3,743

工具器具備品 6,282 5,130 1,151

合計 10,601 5,706 4,895

  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等
  未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,276千円
１年超 1,151千円
合計 3,428千円

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等
  未経過リース料期末残高相当額

１年内 2,015千円
１年超 2,879千円
合計 4,895千円

  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、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額及び減損損失
支払リース料 4,058千円
減価償却費相当額 4,058千円

 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価
償却費相当額及び減損損失
支払リース料 2,852千円
減価償却費相当額 2,852千円

(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

(減損損失について)
リース資産に配分された減損損失はありません。

(減損損失について)
同左



前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日)及び当事業年度(自 平成20年１月１日

至 平成20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。 

  

税効果会計に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられる

ため開示を省略します。なお、当該注記事項に関しましては、平成21年３月31日提出予定の有価証券報

告書に記載しており、『金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システ

ム』（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧いただくことができます。 

  

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
  

 
  

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

(企業結合等関係)

(１株当たり情報)

第35期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第36期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

 
１株当たり純資産額 129,723円08銭

 
１株当たり純資産額 120,970円25銭

 
１株当たり当期純利益 4,629円74銭

 
１株当たり当期純損失 14,307円96銭

 
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 4,603円17銭

 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

第35期
(平成19年12月31日)

第36期
(平成20年12月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 5,419,311 4,327,347

普通株式に係る純資産額(千円) 5,419,311 4,327,347

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純資産
額の算定に用いられた普通株式に係る事業年度末の純
資産額との差額(千円)

― ―

普通株式の発行済株式数(株) 41,776 41,776

普通株式の自己株式数(株) ― 6,004

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
(株) 41,776 35,772



２ 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 
  

 
  

該当事項はありません。 

  

  

別紙にて開示しております。 

  

  

第35期
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

第36期
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１株当たり当期純利益又は当期純損失

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 191,712 △582,920

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益 
 又は当期純損失(△)(千円) 191,712 △582,920

普通株式の期中平均株式数(株) 41,409 40,741

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) 239 ―

(うち新株予約権(株))
(うち新株予約権付社債(株))

(239)
(―)

(―)
(―)

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

(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281個) 
株主総会特別決議日 
平成18年３月29日 
(新株予約権615個)

(新株予約権) 
株主総会の特別決議日  
平成15年３月28日  
(新株予約権―個)  
株主総会の特別決議日 
平成16年３月30日 
(新株予約権277個) 
株主総会の特別決議日 
平成18年３月29日 
(新株予約権596個)

(重要な後発事象)

６ その他

(1) 役員の異動


