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平成18年12月期  中間決算短信（連結） 
平成18年8月21日 

上 場 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 

（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 執行役管理本部長 情報開示担当 

        氏    名 播磨 信介        ＴＥＬ（06）6730－3751 

決算取締役会開催日  平成18年８月21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 
 
１．18年12月中間期の連結業績（平成18年１月１日～平成18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 
 
18年12月中間期 
17年12月中間期 

百万円   ％
2,976（ 20.6）
2,469（△6.8）

百万円   ％
316（△30.3）
454（ △5.6）

百万円   ％
302（△35.1）
465（  0.3）

17年12月期 4,774         530         560         
 

 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 

 
18年12月中間期 
17年12月中間期 

百万円   ％
193（△25.3）
259（  3.7）

円   銭
5,590      47
7,740   92

円   銭
5,342      36
7,323   97

17年12月期       276         8,218      82 7,812      50

(注)①持分法投資損益 18年12月中間期 ─ 百万円  17年12月中間期 ─ 百万円  17年12月期 ─ 百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年12月中間期 34,688株 17年12月中間期 33,550株 17年12月期 33,686株 

③会計処理の方法の変更  有 

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 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
18年12月中間期 
17年12月中間期 

百万円 
7,071 
5,534 

百万円
4,171
4,019

％ 
59.0 
72.6 

円   銭
120,062      71
119,794   20

17年12月期 5,811 4,119 70.9 118,921      89

(注)期末発行済株式数(連結) 18年12月中間期 34,744株 17年12月中間期 33,550株 17年12月期 34,642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

 
18年12月中間期 
17年12月中間期 

百万円 
316 
537 

百万円
△234
△151

百万円 
905 

△159 

百万円
2,031
2,311

17年12月期 138 △1,471 261 1,042

(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 

２．18年12月期の連結業績予想（平成18年１月１日～平成18年12月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
 

通  期 
百万円
6,300

百万円
750

百万円
440

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   11,716円46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７頁を参照して下

さい。また、１株当たり予想当期純利益(通期)の算出に用いた発行済株式総数は、当中間期末発行済株式数(34,744株)

に添付資料の27頁及び28頁に記載の増加株式数(2,810株)を加算しております。

http://www.silex.jp/
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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北京捷希凱網絡技術有限公司（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。 

近年では「USBデバイスサーバ」を開発し、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

ワーク上で共有することを可能にいたしました。 

また、米国では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するシリアル

デバイスサーバを販売しておりますが、今期より国内での販売も開始いたします。 

Wirelessという面では、ネットワークの無線化の流れに乗り、802.11系対応製品の開発を無線モジュールの内

製を含め積極的に進めております。また、次世代の無線規格としてUWB技術の研究開発にいち早く着手しておりま

す。 

 

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、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 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。 
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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 

プリントサーバ 内蔵型プリントサーバ 

外付型プリントサーバ 

組込み型プリントサーバ（ネットワークソフトウ

エア） 

無線LAN対応プリントサーバ 

特注プリントサーバ 

USBデバイスサーバ イーサネット対応USBデバイスサーバ 

無線LAN対応USBデバイスサーバ 

StichLink 

シリアルデバイスサーバ シリアルデバイスサーバ 

モジュールタイプ無線LAN対応シリアルサーバ 

無線モジュール 802.11b/g対応無線モジュール 

802.11a/b/g対応無線モジュール 

Connectivity & Wireless 

solution事業 

UWB 対応製品 XGAソリューションキット 

UWB対応無線モジュール 

Biometrics Authentication 

solution 事業 

指紋認証装置 PCカードタイプ指紋認証センサ 

ICカードリーダ付き指紋認証センサ 

USB対応組込み型指紋認証センサモジュール 

指紋認証ログオンソフトウエア 

装置組込みのための指紋認証ソフトウエア開発

キット（SDK） 

その他  

 

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.(*) 

（Orange county  branch） 

海外顧客 

製品供給 製品供給 製品供給 

製品開発・製品販売 製品開発・製品販売 製品開発・製品販売 

技術サポート 技術サポート 

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

(1) 経営の基本方針 

当社グループは、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。事業活動を通じて、より豊かな社会

の実現に貢献していきます。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。 

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 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 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、業務に取り組みます。 

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。 

 

(2) 利益分配に関する基本方針 

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。 

 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、個人投資家層の拡大ならびに株式の流動性を高めることを重要な政策の一つと考えております。 

今後、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 

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、従業員一人当たりの営業

利益額とROAを事業効率の指標とし、その増加につとめてまいります。 

 

(5) 中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

① Connectivity & Wireless solution事業の優位性確立 

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。当社グループはこの新市場に向けた新技術の開

発を進めております。 

昨年製品化したUSBデバイスサーバに加え、今期よりシリアルデバイスサーバを市場投入し、アプリケーシ

ョンやインタフェースを限定せずに新たなデバイスネットワーキングのニーズに対応してまいります。 

また、無線技術やセキュリティ技術、高速化など機能の向上への対応といった研究開発を進め、いち早く

当社製品に展開できるよう体制を強化してまいります。 

国内で法規制の整備が進められ、実用化が目前に迫っているUWBについては、世界的に先行している技術を

活かした新製品の投入実現が当面の課題となります。 
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② Biometrics Authentication solution事業のポジション強化 

近年、個人情報保護の観点から情報に対するセキュリティ意識が高まり、情報漏えいを防ぐ手段としてバ

イオメトリクス製品は大きな潜在需要を持つ市場となっております。 

当社グループは、こうした環境を背景に、ソフト・ハード・サービスにおいて他社製品との差別化に注力

しております。 

今年5月末にはバイオメトリクス製品の 大の課題であった、乾燥指の登録認証率を革新的に向上させる新

製品『S1』を投入いたしました。当製品は100％の認証率を確立し、全ての人があたりまえにバイオメトリク

ス技術を利用できる環境を目指して開発された製品です。 

今後は市場の成長に伴って顧客からの要求水準がさらに高くなると考えており、当社グループといたしま

しては、グローバルに通用する製品を目指し、引き続き製品力の強化を 重要課題と位置づけてまいります。 

③ 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）、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。米国においては、昨年12月にTROY社よりWireless部門の営業を譲受け、目下、両

社の営業基盤・技術基盤・製品ラインの統合効果の極大化に取り組んでおります。また、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。こうしたグローバルに広がるビジネスをコントロールするために海外事業開発室を新設し、海外事業の

更なる成長を推進していきます。 

④ 次の成長ステージに向けた社内基盤確立 

当社グループは、中期経営計画に沿って、成長を続けておりますが、業容の拡大に伴い、社内の管理組織

の整備や業務プロセス改善の必要性から成長をサポートする経営企画及び経営管理機能を強化しております。 

また、製品開発力に軸をおいた市場創造型のマーケティングカンパニーを目指し、製品企画室を機能強化・

拡充し、マーケティング本部に改編いたします。 

マーケティング本部は、プロダクトマネジメントに加え、ビジネス開発やマーケティングリサーチ、マー

ケティングコミュニケーションといった機能を持ち、市場ニーズ発掘から製品化、販売にいたる一貫したプ

ロセスをより早く、より強力に推し進めていきます。 

⑤ 大阪拠点の再編・整備 

将来の飛躍に向けて、現在、東大阪市の2拠点を京都府相楽郡精華町に移転、統合する計画を推進しており

ます。現在の本社は、業容の拡大に伴いオフィススペースが手狭になってきています。特に本社ソフトウエ

ア開発部門に関してはR&D要員の増員により、効率的な開発スペースの確保が重要な課題となっております。

また、D&Mセンターは建物の老朽化が進んでいる上、近年生産量が増加しており、生産性を改善するためには

設備スペースや作業スペースを拡大する必要性も生じています。 

拠点を移転し、豊かな発想や創造性を刺激する職場環境を整備することにより、イノベーションを起こし

続けるマーケティングカンパニーとしてグローバルな事業活動を加速させてまいります。 

 

(6)親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
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３．当中間期の経営成績及び財政状況 

(1) 当期の概況 

① 経営成績 

Connectivity & Wireless solution事業では、世界的に拡大するネットワーク化の流れに後押しされ、プリン

トサーバ、デバイスサーバの出荷台数が前年を上回って推移いたしました。国内においては、プリントサーバの供

給形態のソフトウエア化が進展し、出荷台数の増加と比較すると売上金額の伸びは抑えられる傾向が続いておりま

す。一方、海外においては、昨年12月に営業譲渡を受けた米国TROY社のWireless & Connectivity部門を加え、大

幅増収となりました。この結果、Connectivity & Wireless solution事業の当中間連結会計期間の売上高は26億57

百万円となりました。 

 Biometrics Authentication solution事業では、企業の個人情報に対するセキュリティ意識の高まりから販

売が堅調で、出荷金額は前年同期を上回りました。また、５月末には新製品（S1）を発売し、順調に出荷を開始し

ました。この結果、Biometrics Authentication solution事業の当中間連結会計期間の売上高は１億71百万円とな

りました。 

また、その他の当中間連結会計期間の売上高は１億48百万円となりました。 

これらの結果、当中間連結会計期間の売上高は前年同期比20.6％増加の29億76百万円となりました。 

一方、一部主要顧客のソフトウエアロイヤリティ契約について、前年度までは年間販売見込み台数の半分に相

当するロイヤリティを契約時に支払を受け、売上計上しておりましたが、今年度より販売台数の実績に応じて四半

期毎に支払を受け、売上計上する形に改めました。主要顧客であるプリンタメーカとの契約時期は３月乃至４月が

多いため、昨年度まではソフトウエアロイヤリティが上半期に偏っておりましたが、今回の変更に伴い、売上総利

益の季節的な偏りが改善され、年間を通じて平準化される傾向となっております。この結果、当中間連結会計期間

のソフトウエアロイヤリティ収入は、前年同期と比較して１億47百万円減少しました。これによって売上総利益率

が前年同期と比べ抑えられる結果となりました。 

また、昨年12月の米国TROY社の部門買収に伴う米国及び欧州拠点の統合・再編に際し、工場及び事務所の移転、

雇用調整等に関わる一時的な初期費用を計上したため、販売費及び一般管理費が増加いたしました。 

この結果、当中間連結会計期間の営業利益は前年同期比30.3％減少の３億16百万円、経常利益は35.1％減少の

３億２百万円、中間純利益は25.3％減少の１億93百万円となりました。 

 

②所在地別セグメントの業績 

所在地別セグメントの業績は次の通りです。 

日本      国内販売におきましては、ロイヤリティの契約形態の変更等の影響により、売上高は22億40百万

円、営業利益は２億54百万円となりました。 

 

北米      北米におきましては、昨年12月に営業を譲受けたTROY社のWireless部門が業績に寄与し、売上高

は６億66百万円となりました。また、TROY社のWireless部門との統合に伴い、雇用調整などに伴

う費用が発生し、営業損失は３百万円となりました。 

 

その他の地域  売上高は69百万円となりましたが、市場開拓のためのマーケティング費用の発生等により営業損

失が26百万円となりました。 
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③通期の見通し 

上期は売上高、経常利益、当期純利益のいずれについても当初計画を上回る結果を得ておりますが、通期の業

績予想につきましては、平成18年２月16日の前期決算発表時に公表した通り、売上高63億円、経常利益７億50百万

円、当期純利益４億40百万円を見込んでおります。 

 

注）通期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。 

 

(2)財政状態 

当中間会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末に比べ以下の通りとなりました。 

総資産は12億60百万円増加し、70億71百万円となりました。 

資産の部では、現金及び預金が１億88百万円、有価証券が８億円、無形固定資産が１億12百万円それぞれ増加

いたしました。また負債の部では新株予約権付社債が12億円増加いたしました。 

 

○当中間会計期間のキャッシュ･フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ９億88百万円増加し、20億31

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３億16百万円となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益３億

２百万円、減価償却費62百万円、法人税等の支払額83百万円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△２億34百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による

支出51百万円、無形固定資産の取得による支出１億56百万円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９億５百万円となりました。これは主に、社債の発行による収入11億93

百万円、社債の償還による支出１億10百万円、配当金の支払額１億32百万円によるものであります。 

 

主要財務指標のトレンド 

 平成16年12月期 平成17年12月期 平成18年12月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 67.9 72.0 72.6 70.9 59.0

時価ベースの自己資本比率(％) 216.5 183.8 223.7 199.1 108.1

債務償還年数(年) 0.9 0.6 0.7 5.3 2.6

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 172.6 135.4 187.2 32.0 70.9

（注）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。 
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(3)事業等のリスク 

① プリンタ業界への依存度について 

当社グループは、「ネットワーク対応プリントサーバ」が主力製品となっておりますが、当連結中間決算

期におけるプリントサーバなどプリンタネットワーク関連の売上高は24億49百万円で、連結売上高に占める

割合は82.3％と高い水準になっております。 

当社グループのプリントサーバなどは、各メーカの製造するプリンタごとのインタフェースに対応して開

発されたもののウエイトが高く、主な取引先はプリンタメーカ各社、複写機・複合機メーカ各社およびその

販売会社となっております。 

このため、企業などのネットワークインフラへの投資動向を背景とした取引先各社の方針およびネットワ

ーク対応機種の出荷動向・在庫状況の影響を受けて、業績が変動する可能性があります。 

 

② 主要顧客の開発内製化に伴う影響について 

当社グループの主要取引先は、プリンタメーカ各社、複写機・複合機メーカなどでありますが、これら取

引先の多くは、プリンタに付随するネットワーク部分については、技術力や製品の信頼性の高い当社グルー

プのような専業者の製品を採用してまいりました。しかし、取引先の中には基本的にネットワークソフトウ

エアの開発を行うことが可能な技術力を有している先があり、一部には既に内製化を行っている企業も存在

しております。 

当社グループは専業者として、スピーディな製品開発力で顧客ニーズに応え、信頼性の高いネットワーク

ソフトウエアを提供することを 重要課題と位置づけ、開発体制の 適化、先進技術の先取、開発技術者の

育成を行うと共に、取引先の開発競争力向上のための技術支援体制を強化してまいりました。 

しかしながら、将来、当社グループが顧客ニーズに対応できなくなった場合には、自らネットワークソフ

トウエアの開発を行うプリンタメーカが増加することも想定され、この場合には当社グループの業績に重大

な影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 研究開発について 

ネットワーク関連業界における技術革新は著しく、より多くの取引先とさらに高いレベルの信頼関係を築

くためには、業界 先端の技術を応用した製品の開発・提案を積極的に進めることが不可欠と考え、今後急

速に普及することが予想される無線LANや高速USBインタフェース等に対応するため、無線技術やUSB技術など

の研究に邁進しております。 

指紋認証装置におきましても、100％運用を目指しアルゴリズムや指紋センサから取り込まれた画像を高度

に処理するフィルタソフトウエアの性能向上や 適化についての研究開発に積極的に取り組んでおります。 

当社グループでは、研究開発のテーマを絞り込み、効率的かつ効果的な研究開発活動を行うため、積極的

に経営資源を投入しておりますが、当社グループが選定したテーマに基づき研究開発した技術やそれを応用

した製品が普及しない場合は、開発費用を回収することができず、中期的収益性にマイナスの影響を与える

リスクがあります。事業環境の変化などを要因として、さらに研究開発活動が必要になった場合は、研究開

発費用が増大し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性かあります。 

また、当社グループのネットワークソフトウエアは、TCP/IPやHTTPに準拠して、インターネットで利用さ

れている国際標準の仕様に基づき開発を行っており、この基本技術をさらに発展させるため次世代のネット

ワーク製品に向けた拡張や先進のプロトコルの開発も積極的に行っております。しかしながら、TCP/IPに代

わるインターネットの基本技術が登場し、当社グループがその新技術への対応が遅れた場合には、ネットワ

ーク関連市場における当社グループの競争力が低下し、業績に影響を与える可能性があります。 

 

④ 知的所有権について 

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

する企業もあり、第三者の知的所有権が当社グループの製品およびプログラムの仕様や実現方法に影響を与

えることも考えられます。 

当社グループでは、この様な事態を未然に防止するため、平成17年12月に、知的財産管理室を知財法務室

と機能を拡充・強化いたしました。社内のチェック体制を強化し、入念に調査を行っておりますが、当社グ

ループが開発、販売する製品およびプログラムに関し、当社グループが認識していない第三者の知的所有権

(特許など)が存在することも考えられ、これを侵害した場合には、権利の所有者から訴えを起こされ、侵害

に対する損害賠償責任などが発生する可能性があります。 

また、当社グループの保有する知的財産権が第三者によって侵害された場合、係争へ発展した場合も含め

て当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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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17年6月30日) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成18年6月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17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  790,704 859,667   671,537

 2.  受取手形及び売掛金 ※2 896,586 1,095,174   1,221,267

 3.  有価証券  1,751,708 1,401,921   601,826

 4.  たな卸資産  630,847 813,851   842,273

 5.  未収入金  233,884 363,774   223,814

 6.  その他  163,566 214,529   80,627

貸倒引当金  △1,976 △8,101   △6,923

   流動資産合計  4,465,322 80.7 4,740,817 67.0  3,634,423 62.5

Ⅱ 固定資産    

 1. 有形固定資産 ※1   

  (1) 土地  277,054 277,054   277,054

  (2) その他  229,096 254,183   250,227

   有形固定資産合計  506,150 9.1 531,237 7.5  527,281 9.1

 2. 無形固定資産    

  (1) 営業権  ─ 955,637   979,105

  (2) その他  42,780 247,906   111,672

   無形固定資産合計  42,780 0.8 1,203,543 17.0  1,090,777 18.8

 3. 投資その他の資産   520,225 9.4 596,346 8.5  558,745 9.6

   固定資産合計   1,069,157 19.3 2,331,128 33.0  2,176,805 37.5

   資産合計   5,534,479 100.0 7,071,946 100.0  5,811,229 100.0
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(単位：千円) 
前中間連結会計期間末 

 
(平成17年6月30日) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成18年6月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成17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   331,609 320,774   311,961

 2. 1年以内返済予定長期借入金   ─ 96,096   96,096

 3. 1年以内償還予定社債   244,000 120,000   220,000

 4. 未払法人税等   273,225 175,727   84,614

 5. その他   275,248 341,316   287,494

   流動負債合計   1,124,083 20.3 1,053,914 14.9  1,000,166 17.2

Ⅱ 固定負債     

1. 社債   120,000 ─   10,000

2. 新株予約権付社債   ─ 1,200,000   ─

3. 長期借入金   ─ 349,973   400,571

4. 退職給付引当金   227,400 252,700   236,900

5. 役員退職慰労引当金   43,900 43,900   43,900

   固定負債合計   391,300 7.1 1,846,573 26.1  691,371 11.9

   負債合計   1,515,383 27.4 2,900,487 41.0  1,691,537 29.1

(資 本 の 部         )    

Ⅰ 資本金   1,450,207 26.2 ─ ─  1,480,372 25.5

Ⅱ 資本剰余金   1,502,578 27.1 ─ ─  1,532,743 26.4

Ⅲ 利益剰余金   1,050,189 19.0 ─ ─  1,067,340 18.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金   14,179 0.3 ─ ─  9,412 0.1

Ⅴ 為替換算調整勘定   1,941 0.0 ─ ─  29,823 0.5

   資本合計   4,019,095 72.6 ─ ─  4,119,691 70.9

   負債及び資本合計   5,534,479 100.0 ─ ─  5,811,229 100.0

(純 資 産 の 部)    

Ⅰ 株主資本     

1. 資本金   ─ 1,483,244 21.0  ─

2. 資本剰余金   ─ 1,535,615 21.7  ─

3. 利益剰余金   ─ 1,126,158 15.9  ─

   株主資本合計   ─ 4,145,018 58.6  ─

Ⅱ 評価・換算差額等     

1. その他有価証券評価差額金   ─ 22,161 0.3  ─

2. 為替換算調整勘定   ─ 4,278 0.1  ─

   評価・換算差額等合計   ─ 26,440 0.4  ─

   純資産合計   ─ 4,171,458 59.0  ─

   負債純資産合計   ─ ─ 7,071,946 100.0  ─ ─
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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17年1月１日 

至  平成17年6月30日 

 

当中間連結会計期間 

自  平成18年1月１日 

至  平成18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17年１月１日 

至  平成17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  2,469,245 100.0 2,976,810 100.0 4,774,090 100.0

Ⅱ 売上原価  1,105,626 44.8 1,488,871 50.0 2,404,406 50.4

   売上総利益  1,363,618 55.2 1,487,939 50.0 2,369,683 49.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 909,596 36.8 1,171,368 39.4 1,838,730 38.5

営業利益  454,022 18.4 316,570 10.6 530,953 11.1

Ⅳ 営業外収益   

 1. 受取利息  597 747  1,484

  2. 受取配当金  500 220  761

 3.  役員保険解約益  6,709 2,646  6,709

 4. 為替差益  4,394 ─  24,447

 5. その他  2,913 15,115 0.6 1,087 4,702 0.1 3,820 37,223 0.8

Ⅴ 営業外費用   

 1. 支払利息  1,835 4,620  3,897

 2. 支払保証料  1,101 465  2,204

 3. 新株発行費  ─ 427  1,027

  4. 社債発行費  ─ 6,544  ─

  5. 為替差損  ─ 6,310  ─

  6. 売掛債権売却損  553 584  971

 7.  その他  ─ 3,490 0.1 120 19,073 0.6 18 8,121 0.2

   経常利益  465,646 18.9 302,198 10.1 560,055 11.7

Ⅵ 特別利益   

1. 貸倒引当金戻入益  700 700 0.0 ─ ─ ─ 200 200 0.0

Ⅶ 特別損失   

1. 固定資産除却損 ※2 757 757 0.0 94 94 0.0 6,663 6,663 0.1

   税金等調整前 

中間（当期）純利益 
 465,589 18.9 302,104 10.1 553,591 11.6

   法人税、住民税及び事業税  259,103 167,417  300,597

   法人税等調整額  △53,221 205,881 8.4 △59,234 108,182 3.6 △23,864 276,732 5.8

   中間（当期）純利益  259,707 10.5 193,922 6.5 276,859 5.8
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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17年 1月 1日 

至 平成17年12月31日 科目 

金額 金額 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  1,502,578  1,502,578

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 1. 増資による新株式の発行  ─ ─ 30,165 30,165

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高  1,502,578  1,532,743

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  921,326  921,326

Ⅱ 利益剰余金増加高   

 1. 中間(当期)純利益  259,707 259,707 276,859 276,859

Ⅲ 利益剰余金減少高   

 1. 配当金  130,845 130,845 130,845 130,845

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  1,050,189  1,067,340
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④中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで） 

                                               (単位：千円) 

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17年12月31日残高 1,480,372 1,532,743 1,067,340 4,080,455 9,412 29,823

中間連結会計期間中の 

変動額 
  

 新株の発行 2,872 2,872 5,745  

 剰余金の配当  △135,103 △135,103  

 中間純利益  193,922 193,922  

 株主資本以外の項目 

 の中間連結会計期間 

中の変動額(純額) 

 12,748 △25,544

中間連結会計期間中の 

変動額合計 
2,872 2,872 58,818 64,563 12,748 △25,544

平成18年６月30日残高 1,483,244 1,535,615 1,126,158 4,145,018 22,161 4,278
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⑤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17年1月 1日 

至 平成17年6月30日 

当中間連結会計期間 

 

自 平成18年1月 1日 

至 平成18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17年 1月 1日 

至 平成17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 465,589 302,104 553,591

2. 減価償却費 58,054 62,356 129,746

3. 貸倒引当金の増加額（減少は△） △797 1,177 △452

4. 退職給付引当金の増加額 2,900 15,800 12,400

5. 役員退職慰労引当金の減少額 △26,500 ─ △26,500

6. 受取利息及び受取配当金 △1,098 △967 △2,246

7. 支払利息 1,835 4,687 3,897

8. 役員保険解約益 △6,709 △2,646 △6,709

9. 新株発行費 ─ 427 1,027

10. 社債発行費 ─ 6,544 ─

11. 固定資産除売却損 757 94 6,663

12. 売上債権の減少額 271,703 121,406 57,421

13. たな卸資産の減少額（増加は△） △129,899 22,836 △146,948

14. 未収入金の減少額（増加は△） 102,405 △139,959 112,474

15. 仕入債務の増加額 81,494 11,999 15,211

16. その他 29,849 △1,653 △13,814

小計 849,585 404,207 695,764

17. 利息及び配当金の受取額 623 752 2,247

18. 利息の支払額 △2,870 △4,469 △4,313

19. 法人税等の支払額 △310,011 △83,803 △555,617

営業活動によるキャッシュ・フロー 537,326 316,687 138,081

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 △50,246 △50,254 △169,055

2. 定期預金の払戻による収入 50,242 50,250 169,030

3. 有価証券の取得による支出 ─ ─ △111,778

4. 有価証券の売却による収入 ─ ─ 111,677

5. 有形固定資産の取得による支出 △48,087 △51,893 △107,944

6. 無形固定資産の取得による支出 △19,565 △156,404 △95,347

7. 投資有価証券の取得による支出 △107,479 △0 △107,516

8. 営業譲受けによる支出 ─ ─ △1,180,700

9. その他 23,223 △25,830 20,008

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,913 △234,132 △1,471,624

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

1. 長期借入金による収入 ─ ─ 500,000

2. 長期借入金の返済による支出 △4,196 △50,598 △7,529

3. 社債の発行による収入 ─ 1,193,455 ─

4. 社債の償還による支出 △28,000 △110,000 △162,000

5. 株式の発行による収入 ─ 5,317 59,302

6. 配当金の支払額 △127,498 △132,914 △128,679

財務活動によるキャッシュ・フロー △159,694 905,260 261,093

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,982 405 31,980

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少は△） 228,700 988,221 △1,040,468

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,083,262 1,042,793 2,083,262

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
2,311,963 2,031,015 1,042,793
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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17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17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。 

(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。 

 なお主要な耐用年数は次の

 

 

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17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

 

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。 

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。 

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

 

 

 

 

 

 

 

２）無形固定資産 

同左 

 

 

 

なお、米国連結子会社の営業権

については、米国財務会計基準

審議会基準書第142号「営業権

及びその他の無形固定資産」を

適用しており、当該営業権につ

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。 

１）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

２）退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

３）役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）無形固定資産 

同左 

 

 

 

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。 

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。 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

 

 

 

 

(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 

 

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。 

 

 

 

 

 

 消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

消費税等の会計処理 

同左 

 

 

  

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。      

 

会計処理の変更 
 

前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

――― 
(固定資産の減損に係る会計基準) 

当中間連結会計期間から「固定資産の

減損に係る会計基準」(「固定資産の減損

に係る会計基準の設定に関する意見書」

(企業会計審議会 平成14年８月９日))

及び「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計基準委員会 平成15

年10月31日 企業会計基準適用指針第６

号)を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等) 

 当中間連結会計期間から「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

(企業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」(企業会計基準委員会 平

成17年12月９日 企業会計基準適用指針

第８号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありま

せん。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は4,171,458千円であります。

 中間連結財務諸表規則の改正により、

当中間連結会計期間における中間連結財

――― 
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前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

務諸表は、改正後の中間連結財務諸表規

則により作成しております。 

(ストック･オプション等に関する会計基

準等) 

当中間連結会計期間から「ストック･オ

プション等に関する会計基準」(企業会計

基準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第８号)及び「ストック･オプショ

ン等に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成17年12月27日 企

業会計基準適用指針第11号)を適用して

おります。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。 
 
 

表示方法の変更 
 

前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

（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17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17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17年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成17年12月31日） 

※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  

518,756千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

477,623千円 

※２      ――― ※２    ――― ※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      25,686千円 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17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     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     73,987千円 

       給料手当      368,617千円 

       賞与手当       46,892千円 

退職給付費用    5,217千円 

研究開発費    206,252千円 

支払手数料     36,250千円 

※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      135,403千円 

       給料手当        507,175千円 

退職給付費用      9,867千円 

役員退職慰労 

引当金繰入額      1,720千円 

研究開発費      300,924千円 

支払手数料       74,724千円 

※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 

ソフトウエア       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。 

工具器具及び備品   79千円 

ソフトウエア       14千円 

             計           94千円 

※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     4,608千円 

工具器具及び備品   1,829千円 

ソフトウエア         225千円 

             計           6,663千円 
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 34,642 102 ― 34,744

計 34,642 102 ― 34,744

(注) 新株予約権の行使による増加であります。 

 

２．新株予約権び自己新株予約権に関する事項 

 (1) 新株予約権の当中間連結会計期間末残高 

会社名 
当中間連結会計期間末

残高(株) 

提出会社 2,038

 

３．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

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18年２月16日 

取締役会 
普通株式 135,103 3,900 平成17年12月31日 平成18年３月15日 

 

(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17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

１ 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 

――― 

１ 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          859,667千円 

預入期間が３か月 

を超える定期預金    △118,812千円 

取得日から３か月 

以内に償還期限の 

到来する短期投資    1,290,159千円 

現金及び現金同等物  2,031,015千円 

――― 

１ 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          671,537千円 

預入期間が３か月 

を超える定期預金    △118,808千円 

取得日から３か月 

以内に償還期限の 

到来する短期投資     490,064千円 

現金及び現金同等物  1,042,793千円 

２ 営業の譲受けにより増加した資産及
び負債の内訳 
silex technology america,Inc.が米国
Troy Group,Inc.からのワイヤレス部門
の譲受けに伴い増加した資産及び負債
の内訳は次のとおりであります。 

 流動資産       293,252千円 

 固定資産            1,002,719千円 

 流動負債            △115,271千円 

 差引営業譲受け 

 による支出        1,180,700千円 
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(リース取引関係) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17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 

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)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

機械装置 
及び運搬具 

7,620 4,953 2,667

工具器具 
及び備品 

12,672 6,041 6,630

合計 20,292 10,994 9,297

 

 
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 4,191 3,429

工具器具 
及び備品 

12,672 4,861 7,810

合計 20,292 9,052 11,239

 
  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 4,058千円 

１年超 9,515千円 

 合計 13,574千円 
 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 3,930千円

１年超 5,366千円

 合計 9,297千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,899千円

１年超 7,339千円

 合計 11,239千円
 

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 2,206千円 

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 2,029千円

減価償却費相当額 2,029千円
 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 4,234千円

減価償却費相当額 4,234千円
 

(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．時価評価されてい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 

 

当中間連結会計期間末（平成18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 129,145 153,124 23,978

  ②  債券 ─ ─ ─

  ③  その他 ─ ─ ─

合計 129,145 153,124 23,978

 

２．時価評価されてい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                       111,761千円 

フリーファイナンシャルファンド         1,290,159千円 

非上場外国株式                           113,387千円 
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 前連結会計年度末（平成17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 129,145 129,854 709

  ②  債券 ─ ─ ─

  ③  その他 ─ ─ ─

合計 129,145 129,854 709

 

２．時価評価されてい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            490,064千円 

短期公社債ファンド                        111,761千円 

非上場外国株式                            115,161千円 

 

(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17年１月１日 至平成17年６月30日)及び当中間連結会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６

月30日)並びに前連結会計年度(自平成17年１月１日 至平成17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17年１月１日 至平成17年６月30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。 

 

当中間連結会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６月30日) 

(単位：千円) 

 日本 北米 
その他の 
地域 

計 
消去又は 
全社 

連結 

 売上高   

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

2,240,328 666,667 69,815 2,976,810 ─ 2,976,810

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

114,515 3,854 4,438 122,808 (122,808) ─

計 2,354,843 670,521 74,253 3,099,619 (122,808) 2,976,810

 営業費用 2,100,197 673,748 100,988 2,874,935 (214,694) 2,660,240

 営業利益又は 
 営業損失(△) 

254,646 △3,227 △26,735 224,684 91,885 316,570

(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 
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  (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17年１月１日 至平成17年12月31日) 

(単位：千円) 

 日本 北米 
その他の 
地域 

計 
消去又は 
全社 

連結 

 売上高   

(1) 外部顧客に対する 
  売上高 

4,347,716 335,061 91,312 4,774,090 ─ 4,774,090

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

317,664 5,577 3,500 326,742 (326,742) ─

計 4,665,381 340,638 94,813 5,100,833 (326,742) 4,774,090

 営業費用 4,040,448 540,221 151,388 4,732,059 (488,921) 4,243,137

 営業利益又は 
 営業損失(△) 

624,932 △199,583 △56,575 368,773 162,179 530,953

(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. 海外売上高 

前中間連結会計期間(自平成17年１月１日 至平成17年６月30日)及び前連結会計年度(自平成17年１月１日 至平成17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。 

 

当中間連結会計期間(自平成18年１月１日 至平成18年６月30日) 

(単位：千円) 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 666,667 86,902 753,569

Ⅱ 連結売上高 ─ ─ 2,976,810

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 22.4 2.9 25.3

(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。 
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(ストック・オプション等関係) 

当中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30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14年８月22日 平成15年３月28日 

付与対象者の区分及び人数 

当社取締役 ２名
当社監査役 ２名
当社従業員 156名
連結子会社取締役 １名
 

当社監査役 １名
当社従業員 12名
 
 
 

ストック・オプションの数 普通株式 2,226株
 

普通株式 78株 
 

付与日 平成14年８月22日 平成15年３月28日 

権利確定条件 ――― ――― 

対象勤務期間 ――― ――― 

権利行使期間 
自 平成16年９月１日 
至 平成19年８月31日 

自 平成17年４月15日 
至 平成20年４月14日 

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。 

同左 

 

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
子会社取締役 ２名
子会社従業員 23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。 

同左 
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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) 

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 ─ ─ 341 ─

 付与 ─ ─ ─ 700

 失効 ─ ─ ４ １

 権利確定 ─ ─ 337 ─

 当中間連結会計期間末 ─ ─ ─ 699

権利確定後  

 前連結会計年度末 1,050 54 ─ ─

 権利確定 ─ ─ 337 ─

 権利行使 96 ６ ─ ─

 失効 ─ ─ ─ ─

 当中間連結会計期間末 954 48 337 ─

 

(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 

権利行使価格 55,000 77,500 350,223 311,755

権利行使時の平均株価 282,313 292,000 ─ ─

公正な評価単価(付与日) ─ ─ ─ ─

 

 

(１株当たり情報) 

 

項目 

前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

１株当たり純資産額 119,794円20銭 120,062円71銭 118,921円89銭

１株当たり 
中間(当期)純利益 

7,740円92銭 5,590円47銭 8,218円82銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

7,323円97銭 5,342円36銭 7,812円50銭
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(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。 

１．１株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(千円) 

― 4,171,458 ―

普通株式に係る純資産額(千円) ― 4,171,458 ―

中間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
普通株式に係る中間連結会計期間末の純資
産額との差額(千円) 

― ― ―

普通株式の発行済株式数(株) ― 34,744 ―

普通株式の自己株式数(株) ― ― ―

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) 

― 34,744 ―

２．１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 

項目 

前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17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) 259,707 193,922 276,859

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 259,707 193,922 276,859

普通株式の期中平均株式数(株) 33,550 34,688 33,686

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)) 
(うち新株予約権付社債(株)) 

1,910
(1,910)

(―)

1,611 
(843) 
(768) 

1,752
(1,752)

(―)

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337個) 
株主総会の特別決議日 
平成18年３月29日 
(新株予約権699個) 

─

  

(重要な後発事象) 

 
前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第１回無担保転換社債型新株予約権付

社債の株式への転換） 

当中間連結会計期間終了後、第１回

無担保転換社債型新株予約権付社債

の権利行使による株式への転換が行

なわれました。 

(1) 行使期間 

平成18年７月20日及び 

平成18年８月18日 

(2) 転換行使総額 

   500,000千円 

(3) 資本金の増加額 

   250,000千円 

 

(新株予約権の付与) 

  平成18年３月29日定時株主総会にお

いて、商法第280条ノ20及び商法第

280条ノ21の規定に基づき「ストック

オプションとして新株予約権を発行

する件」を決議いたしました。 

 (1) 新株予約権の割当を受ける者 

   当社の取締役、執行役、従業員お

よび当社子会社の取締役、従業員

 (2) 新株予約権の目的となる株式の種

類及び数 

   当社普通株式700株を上限とする。

ただし、当社が株式分割または株

式併合を行う場合、目的たる株式
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前中間連結会計期間 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成17年１月１日 
至 平成17年12月31日 

(4) 資本準備金の増加額 

250,000千円 

(5) 増加した株式の種類及び株数 

   普通株式 2,810株 

 

（大阪拠点移転計画の決定） 

平成18年８月２日の代表執行役社長

の決定により、大阪拠点を移転し新

社屋を建設する計画を決定いたしま

した。 

(1) 新社屋の所在地 

京都府相楽郡精華町光台二丁目３

番１および３ 

(2) 敷地面積 

   11,195.44㎡ 

(3) 投資予定総額 

   800,000千円 

(4) 建設時期 

   平成18年12月 着工予定 

平成20年１月 業務開始予定 

(5) 新社屋の機能 

   研究開発機能、生産機能、管理本部

機能を一棟に集約し、業務運営を行

う。 

 

 

 

の数を調整するものとする。かか

る調整は本新株予約権のうち、当

該時点で権利行使されていない新

株予約権の目的たる株式の数につ

いてのみ行われ、調整の結果１株

未満の端数が生じた場合は、これ

を切り捨てるものとする。 

 (3) 発行する新株予約権の総数 

   700個(新株予約権１個あたりの目

的となる株式数１株) 

 (4) 新株予約権の発行価額 

   無償とする。 

 (5) 新株予約権行使時に払込をすべき

金額 

   新株予約権発行の日の属する月の

前月各日(取引が成立しない日は

除く)のジャスダック証券取引所

における当社普通株式の普通取引

の終値の平均値に1.05を乗じた金

額とし、１円未満の端数は切り上

げる。ただし、その金額が新株予

約権発行の日の終値(取引が成立

しない場合はそれに先立つ直近日

の終値)を下回る場合は、新株予約

権発行の日の終値とする。 

   なお、新株予約権発行後、当社が

株式分割または株式併合を行う場

合、および時価を下回る価額で新

株発行または自己株式の処分を行

う場合は、払込金額を調整し、調

整により生じる１円未満の端数は

切り上げる。 

 (6) 新株予約権の行使期間 

   平成20年４月15日から平成23年４

月14日まで 

 (7) 新株予約権利行使の条件 

① 新株予約権の割当を受けた者

は、権利行使時においても、当

社または当社子会社の取締役、

執行役、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、新株予約権権利行使の

条件は、取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権の割当を受け

た者との間で締結する「新株予

約権付与契約」に定めるところ

とする。 
 
 (2) その他    

該当事項はありません。 



                                   

  -29- 

 

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(％)

Connectivity ＆ Wireless solution 事業 2,708,293 125.5

Biometrics Authentication solution 事業 149,016 72.6

その他事業 143,736 102.4

合計 3,001,045 119.8

（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。 

３．前連結会計年度より事業部門区分を変更したため、前年同期比較にあたっては前中間連結会計期間分を変更後の事業部門区

分に組替えて表示しております。 

 

(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(％)

Connectivity ＆ Wireless solution 事業 2,371,262 106.2 746,893 133.2

Biometrics Authentication solution 事業 166,391 73.7 48,943 61.3

その他事業 157,656 112.4 122,221 93.2

合計 2,695,310 103.7 918,058 119.0

（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前連結会計年度より事業部門区分を変更したため、前年同期比較にあたっては前中間連結会計期間分を変更後の事業部門区

分に組替えて表示しております。 

 

(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 販売高 前年同期比(％)

Connectivity ＆ Wireless solution 事業 2,657,255 122.3

Biometrics Authentication solution 事業 171,267 119.0

その他事業 148,287 97.2

合計 2,976,810 120.6

（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．前連結会計年度より事業部門区分を変更したため、前年同期比較にあたっては前中間連結会計期間分を変更後の事業部門区

分に組替えて表示しております。 

３．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 

販売高 割合(％) 販売高 割 合(％)

京セラミタ株式会社 615,145 24.9 814,529 27.4

４．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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