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平成16年12月期  個別中間財務諸表の概要 
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     中間配当制度の有無    有 

中間配当支払開始日  平成－年－月－日     単元株制度採用の有無  無 

 

１．  16年6月中間期の業績（平成16年1月1日～平成16年6月30日） 

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

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

  16年6月中間期 

  15年6月中間期 

百万円   ％

2,648（16.3）

2,277（35.1）

百万円   ％

485（ 93.9）

250（171.6）

百万円   ％

468（ 86.1）

251（201.7）

15年12月期 4,628 443 412 

 

 
中 間 (当 期) 純 利 益 

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   ％

253（101.5）

125（171.2）

円  銭

8,497    71

16,575    00

15年12月期 214 21,628    53

(注) 1．期中平均株式数  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 

   2．会計処理の方法の変更   無 

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

(2) 配当状況 

 
1株当たり 

中間配当金 

1株当たり 

年間配当金 

 

（注）   15年12月配当金の内訳 

 

  16年6月中間期 

  15年6月中間期 

円 銭

―――― 

―――― 

円 銭

―――― 

―――― 

     普通配当 5,500 円00 銭 

     記念配当 1,000 円00 銭 

 

  15年12月期 ―――― 6,500  00

(3) 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 

5,514 

3,626 

百万円

3,745

1,904

％ 

67.9 

52.5 

円  銭

111,626    19

225,338    47

  15年12月期 3,905 2,458 63.0 246,368    00

(注) 1．期末発行済株式数 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 

2. 期末自己株式数  16年6月中間期   －株  15年6月中間期   －株  15年12月期   －株 

 

２．16年12月期の業績予想（平成16年1月1日～平成16年12月31日） 

1株当たり年間配当金 
 売 上 高 経常利益 当期純利益 

期 末  

 

通  期 

百万円 

5,100 

百万円

730

百万円

390

円 銭 

2,900  00 

円 銭

2,900  00

(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。 
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６．中間財務諸表等 

(1) 中間財務諸表 

①中間貸借対照表 
(単位：千円) 

前中間会計期間末 
 

(平成15年6月30日現在) 

当中間会計期間末 
 

(平成16年6月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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   890,854 2,249,049   731,583

2.  受取手形 ※3  296,030 487,166   426,945

3.  売掛金   589,458 668,298   651,089

4.  有価証券   153,251 212,262   213,354

5. たな卸資産   664,641 421,876   500,553

6.  未収入金   － 312,537   366,508

7. その他   38,526 165,051   45,716

貸倒引当金   △4,000 △2,700   △3,600

   流動資産合計   2,628,763 72.5 4,513,543 81.8  2,932,152 75.1

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  214,169 220,949   209,391

   有形固定資産合計   491,223 13.5 498,003 9.1  486,445 12.5

 2. 無形固定資産   72,737 2.0 50,675 0.9  59,638 1.5

 3. 投資その他の資産           

  (1) その他   458,401 452,697   426,777

貸倒引当金   △24,500 －   －

   投資その他の資産合計   433,901 12.0 452,697 8.2  426,777 10.9

   固定資産合計   997,862 27.5 1,001,377 18.2  972,861 24.9

   資産合計   3,626,625 100.0 5,514,921 100.0  3,905,013 100.0
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(単位：千円) 
前中間会計期間末 

 
(平成15年6月30日現在) 

当中間会計期間末 
 

(平成16年6月30日現在) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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   250,741 83,194   139,372

 2. 買掛金   204,987 183,277   160,182

 3. 1年以内返済予定長期借入金 ※2  91,447 20,883   57,259

 4. 1年以内償還予定社債   56,000 156,000   156,000

 5. 未払金   － 279,407   －

 6. 未払法人税等   107,102 342,329   101,903

 7. その他 ※4  214,953 60,270   166,675

   流動負債合計   925,232 25.5 1,125,362 20.4  781,393 20.0

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 22.0 644,500 11.7  664,896 17.0

   負債合計   1,722,515 47.5 1,769,862 32.1  1,446,289 37.0

(資 本 の 部         )    

Ⅰ 資本金   705,175 19.4 1,450,207 26.3  883,675 22.6

Ⅱ 資本剰余金     

 1. 資本準備金  656,400 1,502,578  936,050 

   資本剰余金合計   656,400 18.1 1,502,578 27.3  936,050 24.0

Ⅲ 利益剰余金     

 1. 利益準備金  11,590 11,590  11,590 

 2. 任意積立金  80,000 80,000  80,000 

 3. 中間（当期）未処分利益  447,053 693,494  535,981 

   利益剰余金合計   538,643 14.9 785,084 14.2  627,571 16.1

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※4  3,891 0.1 7,189 0.1  11,427 0.3

   資本合計   1,904,110 52.5 3,745,058 67.9  2,458,724 63.0

   負債及び資本合計   3,626,625 100.0 5,514,921 100.0  3,905,013 100.0
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②中間損益計算書 
(単位：千円) 

前中間会計期間 

 

自  平成15年1月１日 

至  平成15年6月30日 

当中間会計期間 

 

自  平成16年1月１日 

至  平成16年6月30日 

前事業年度の 

要約損益計算書 

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   2,277,458 100.0 2,648,418 100.0  4,628,965 100.0

Ⅱ 売上原価   1,429,283 62.8 1,407,123 53.1  2,917,767 63.0

   売上総利益   848,174 37.2 1,241,294 46.9  1,711,198 37.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費   598,023 26.3 756,285 28.6  1,267,774 27.4

営業利益   250,151 10.9 485,009 18.3  443,423 9.6

Ⅳ 営業外収益 ※1  13,726 0.6 4,605 0.2  15,375 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2  12,079 0.5 21,055 0.8  45,885 1.0

   経常利益   251,797 11.0 468,559 17.7  412,913 8.9

Ⅵ 特別利益   431 0.0 900 0.0  831 0.0

Ⅶ 特別損失   17,000 0.7 6,320 0.2  21,237 0.5

税引前中間（当期）純利益   235,228 10.3 463,138 17.5  392,507 8.4

   法人税、住民税及び事業税  104,169 338,043  170,220 

   法人税等調整額  5,205 109,374 4.8 △128,442 209,601 7.9 7,504 177,724 3.8

   中間（当期）純利益   125,853 5.5 253,537 9.6  214,782 4.6

      前期繰越利益   321,199 439,956   321,199

   中間（当期）未処分利益   447,053 693,494   535,981
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 
 

項目 

前中間会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前事業年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

１.資産の評価基準及び

評価方法 

(1) 有価証券 

1) 子会社株式 

   移動平均法に基づく原価

法 

2) その他の有価証券 

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) 有価証券 

1) 子会社株式 

同左 

 

2) その他の有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

② 時価のないもの 

同左 

 

(2) たな卸資産 

1) 商品・製品・仕掛品・原

材料 

同左 

 

2) 貯蔵品 

同左 

(1) 有価証券 

1) 子会社株式 

同左 

 

2) その他の有価証券 

① 時価のあるもの 

期末日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は

全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平

均法に基づき算定してお

ります。） 

② 時価のないもの 

同左 

 

(2) たな卸資産 

1) 商品・製品・仕掛品・原

材料 

同左 

 

2) 貯蔵品 

同左 

２.固定資産の減価償却

の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

定率法を採用しておりま

す。 

ただし、平成10年４月１日

以降取得の建物（建物附属

設備を除く）については、

定額法を採用しておりま

す。 

なお主要な耐用年数は次

のとおりであります。 

     建物   10年～31年 

      機械及び装置  11年 

      工具器具備品 

 ２年～５年 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウエア

については、見込利用可能

期間（５年以内）に基づく

定額法を採用しておりま

す。 

(3) 長期前払費用 

定額法を採用しておりま

す。 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

(1) 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

同左 

 

 

 

 

(3) 長期前払費用 

同左 

 

３. 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

支出時に、全額費用として

処理しております。 

(1) 新株発行費 

同左 

 

(1) 新株発行費 

同左 
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項目 

前中間会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前事業年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 社債発行費 

    支出時に、全額費用として

処理しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 社債発行費 

――― 

 

平成15年９月12日付一般募集

による新株式の発行は、引受証

券会社が引受価額で買取引受

を行い、当該引受価額とは異な

る発行価格で一般投資家に販

売するスプレッド方式によっ

ております。スプレッド方式で

は、引受価額と発行価格との差

額22,750円が事実上の引受手

数料であり、引受価額と同一の

発行価格で一般投資家に販売

する従来の方式であれば新株

発行費として処理されていた

ものであります。 

このため、従来の方式に比べ、

資本金及び資本準備金の合計

額と新株発行費がそれぞれ

31,850千円少なく計上され、経

常利益及び税引前当期純利益

がそれぞれ同額多く計上され

ております。 

 

(2) 社債発行費 

    支出時に、全額費用として

処理しております。 

４.引当金の計上基準 （1）貸倒引当金 

債権の貸倒による損失に備

えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性

を勘案し,回収不能見込額

を計上しております。 

(2) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備え

るため、当中間会計期間末

における退職給付債務の

見込額を計上しておりま

す。 

(3) 役員退職慰労引当金 

    役員に対する退職慰労金

の支給に備えるため、内規

に基づく中間期末要支給

額を計上しております。 

 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

(2) 退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備え

るため、当期末における退

職給付債務の見込額を計

上しております。 

 

(3) 役員退職慰労引当金 

    役員に対する退職慰労金

の支給に備えるため、内規

に基づく期末要支給額を

計上しております。 

 

５.リース取引の処理 

  方法 

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 

同左 同左 
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項目 

前中間会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前事業年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

６.その他中間財務諸表

（財務諸表）作成のた

めの基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

――― 

 

 

 

 

 

――― 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

――― 

 

 

 

 

 

――― 

(1) 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

(2) 資本の部 

財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における貸借

対照表の資本の部について

は、改正後の財務諸表等規則

により作成しております。 

(3) １株当たり情報 

当事業年度から「１株当たり

当期純利益に関する会計基

準」(企業会計基準第２号)及

び「１株当たり当期純利益に

関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第４

号)を適用しております。 

なお、これによる影響について

は、「１株当たり情報に関する

注記」に記載しております。 

 

 

表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

――― 

 

（中間貸借対照表関係） 

１ 前中間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、当中間会計期間から区分掲記することに

変更いたしました。 

なお、前中間会計期間における「未収入金」の金額は480

千円であります。 

２ 前中間会計期間まで流動負債の「その他」に含めて表示し

ていた「未払金」は、負債及び資本合計の100分の５を超

えることになったため、当中間会計期間から区分掲記する

ことに変更いたしました。 

なお、前中間会計期間における「未払金」の金額は173,627

千円であります。 
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追加情報 
 

前中間会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前事業年度 
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） 

 当中間期から「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。 

これによる当中間期の損益に与える影

響はありません。 

なお、中間財務諸表等規則の改正によ

り、当中間期における中間貸借対照表

の資本の部については、改正後の中間

財務諸表等規則により作成しておりま

す。 

――― 

 

――― 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
（平成15年６月30日現在） 

当中間会計期間末 
（平成16年６月30日現在） 

前事業年度末 
（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 

      457,942千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

        429,636千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

        431,592千円 

※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 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理

しております。 

なお、当期末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が

期末残高に含まれております。 

       受取手形      7,859千円 

 

※４ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺

のうえ、流動負債のその他に含めて表

示しております。 

※４  消費税等の取扱い 

同左 

※４        ――― 

 
(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前事業年度 
自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日 

※１  営業外収益の主要項目 

受取利息        97千円 

有価証券利息      686千円 

役員保険解約益 12,486千円 

 

※１  営業外収益の主要項目 

受取利息        81千円 

有価証券利息       52千円 

為替差益        3,556千円 

 

※１  営業外収益の主要項目 

受取利息        157千円 

有価証券利息       815千円 

役員保険解約益  12,486千円 

※２  営業外費用の主要項目 

支払利息        1,593千円 

社債利息        1,676千円 

支払保証料      2,096千円 

新株発行費      1,706千円 

社債発行費      1,250千円 

手形売却損      2,428千円 

 

 

※２  営業外費用の主要項目 

支払利息        1,244千円 

社債利息        1,471千円 

支払保証料      1,742千円 

新株発行費     16,099千円 

 

※２  営業外費用の主要項目 

支払利息         3,150千円 

社債利息         3,215千円 

支払保証料       3,965千円 

新株発行費      14,947千円 

株式公開関連費用 9,836千円 

手形売却損       2,428千円 

為替差損         5,557千円 

３  減価償却実施額 

有形固定資産  32,784千円 

無形固定資産  16,872千円 

３  減価償却実施額 

有形固定資産   33,313千円 

無形固定資産   14,901千円 

３  減価償却実施額 

有形固定資産    71,129千円 

無形固定資産    31,978千円 
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(リース取引関係) 

 
前中間会計期間 

自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前事業年度 
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) 

機械及び 
装置 

14,256 10,890 3,366 

車両運搬具 7,620 381 7,239 

工具器具 
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)

機械及び 
装置 

14,256 13,266 990

車両運搬具 7,620 1,905 5,715

工具器具 
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)

機械及び 
装置 

14,256 12,078 2,178

車両運搬具 7,620 1,143 6,477

工具器具 
備品 

43,745 37,712 6,033

合計 65,621 50,933 14,688

 
なお、取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が、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 

 
 

(有価証券関係) 

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

 

(１株当たり情報) 

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

 
前中間会計期間 

自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日 

前事業年度 
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。 
前事業年度 

自平成14年１月１日 
至平成14年12月31日 

当事業年度 
自平成15年１月１日
至平成15年12月31日

１株当たり純資産額 
75,939円87銭 

１株当たり純資産額 
82,122円67銭

１株当たり 
当期純利益 

6,859円70銭 

１株当たり 
当期純利益 

7,209円51銭

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

潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益 

6,480円74銭

  
 

  

 (2) その他 

該当事項はありません。 


