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１． 18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日） 
(1)連結経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％

18年12月期 
17年12月期 

6,071(27.2％)
4,774( △7.5)

475(△10.4)
530(△32.0)

464(△17.0)
560(△26.2)

 
 

当期純利益 
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

経 常 利 益 率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 
17年12月期 

165(△40.1) 
276(△31.6) 

4,487 78
8,218 82

4,310 71
7,812 50

3.5 
6.9 

7.3 
10.0 

7.7
11.7

(注) ①持分法投資損益       18年12月期  ─百万円  17年12月期  ─百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18年12月期  36,978株    17年12月期  33,686株   
     ③会計処理の方法の変更 無 
      ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
 
(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

18年12月期 
17年12月期 

6,972 
5,811 

5,248
4,119

74.9 
70.9 

127,921 01
118,921 89

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年12月期  41,026株    17年12月期  34,642株 
 
(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

18年12月期 
17年12月期 

4 
138 

△324
△1,471

1,042 
261 

1,752
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 
 
２．19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円

中 間 期 
通    期 

3,100
6,650

145
520

80
285

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  6,946円81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８頁を

参照して下さい。 

 

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。 

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

の自社開発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。 

 

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ェ

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 

STITCH LINK 

Connectivity & Wireless 

solution事業 

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 
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事業部門 区分 主要製品等 

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 

 

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、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

ンターフェイ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LAN対応モジュールの開発販売の強化のほか、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。 
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さらに、プリントサーバで培ってきた独自のネットワークソフトウェア群と組込み技術をさまざまな機器

のネットワーク化に対応できるよう、ソフトウェア体系の強化に取り組みます。 

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。 

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。 

今期は、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真皮指

紋認証センサ搭載の新製品『S１』シリーズを投入いたしました。当製品ラインナップは100％の運用を確立

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。 

当社は、100％運用、生体認証、国際標準技術への準拠の３つを指針として、ユーザ指向型の指紋認証技術

をさらに充実させてまいります。 

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＆Connectivity部門の営業を譲

受け、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。 

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、事業を進めておりますが、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ております。 

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

ケテイ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 

中期経営計画の実現に向け、東大阪市の2拠点を平成20年1月に、けいはんな学研都市（京都府相楽郡精華

町）に移転、統合することといたしております。R&D要員の増員に伴う効率的なオフィス環境の確保、生産

量増大への対応、分散している拠点の統合による生産性の向上を目的としており、 

 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。 

 

 (7) 内部管理体制の整備・運用状況 

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、ご参照ください。 
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３．経営成績及び財政状況 

(1) 当期の概況 

① 経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、BRICSを代表とする好調な外国経済に支えられる形で、円安傾向に

よる輸出企業の好調な企業業績を背景として、民間設備投資や雇用環境の改善による個人消費の伸びが期待

されましたが、一人当たり賃金の伸び悩みから個人消費は未だ弱く、全体としては緩やかな成長を持続する

に留まりました。一方、原油高や金利上げ予測の高まりとともに、米国経済の減速等、好調な企業業績に水

をさす不安要素もあり、先行き不透明な予断を許さない状況も続いております。 

このような経済環境の中、Connectivity & Wireless solution事業では、国内においては当事業の代表的

な製品であるプリントサーバが、内蔵ボード製品の売上が好調に推移すると共に、ネットワークのワイヤレ

ス化への対応として研究開発しました無線LAN技術をベースに開発した無線LANモジュールも売上を計上し始

め、全体としては堅調に推移しました。一方、海外においては2005年12月に米国TROY社より営業を譲渡され

たWireless＆Connectivity部門の売上が通期で寄与し、昨年を大幅に上回る前年比約３倍の実績を残すこと

ができました。 

Biometrics Authentication solution事業では、指の表皮状態に左右されない真皮指紋認証センサ搭載の

「S１」シリーズを５月に発売しましたが、発売開始後も一層の品質および機能強化を図ったことにより本格

的な営業展開が当初計画より半年近く遅れることになり、当期の販売計画に大きな影響を与えました。又、

テスト導入していました小売業向けのシステムが現場におけるユーザビリティの問題から本運用が再検討さ

れる事になり、売上見通しに大きな差異を生じ、結果として前期売上を上回ることができませんでした。 

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、Connectivity & Wireless solution事業で前期比34.1％増加の

54億72百万円となり、Biometrics Authentication solution事業では前期比17.4％減少の２億93百万円とな

りました。その他を加えた全体での当連結会計年度の売上高は前期比27.2％増加し、60億71百万円となりま

した。 

一方利益面につきましては、中期計画実現を念頭に、人件費・研究開発費及びマーケティング費用を増強

したこと、及び昨年12月の米国TROY社の部門買収に伴う米国および欧州拠点の統合・再編に際し、工場およ

び事務所の移転、雇用調整にかかわる一時的な初期費用を計上したことにより販売費及び一般管理費が増加

し、また、TROYより引継いだ資産評価を期末により厳格化したことにより売上原価が増加し、営業利益が前

期比10.4％減少の４億75百万円、経常利益は前期比17.0％減少の４億64百万円となりました。当期純利益は、

業務提携しておりますSTARTEK社（台湾）の株式評価を見直し、90百万円を特別損失に計上し、前期比40.1％

減少の１億65百万円となり、増収減益となりました。 

 

 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

(1) 日本 

国内販売におきましては、代表的な製品であるプリントサーバがOEM上位顧客への出荷が好調に推移したも

のの、中期計画実現を念頭に、人件費・研究開発費及びマーケティング費用を増強したこと等により販売費

及び一般管理費が増加し、売上高は前期比7.7％増加の46億82百万円、営業利益は前期比22.0％減少の４億87

百万円となりました。 

(2) 北米 

北米におきましては、Connectivity & Wireless solution事業におきまして、昨年12月に米国TROY社より

営業を譲渡されたWireless＆Connectivity部門の業績が通期で売上に大きく寄与したものの、棚卸資産等の

資産の評価を厳格に行ったこと等により売上原価が増加し、売上高は前期比247.9％増加の11億65百万円、営

業損失は１億33百万円（前期は1億99百万円の営業損失）となりました。 

(3) その他の地域 

昨年12月に米国TROY社より営業を譲渡されたWireless＆Connectivity部門の業績が欧州地域において寄与

したものの、中国地域におけるテクニカルセンター充実のための人員拡充のコストを戦略的に投入したこと

等により、売上高は前期比144.6％増加の２億23百万円、営業損失は59百万円（前期は56百万円の営業損失）

となりました。 
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②財政状態 

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11億61百万円、純資産は11億28百万円増加しました。その結果、自己資本比率は74.9％となりまし

た。 

主な増減内容は、資産の部では、現金及び預金２億49百万円、受取手形及び売掛金１億91百万円、有価証券

４億61百万円、未収入金１億49百万円それぞれ増加し、投資有価証券１億23百万円減少いたしました。また負

債の部では、１年以内償還予定社債が２億10百万円減少いたしましたが、長期借入金が２億11百万円増加いた

しました。 

 

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、前期末に比べ７億10百万円増

加し、17億52百万円となりました。 

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、５百万円（前期比96.1％減）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が

３億76百万円、減価償却費が１億45百万円、売上高の増加に伴う未収入金を含む売上債権関連の増加が3億29百万円、法人

税等の支払額２億１百万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） 

投資活動の結果使用した資金は、３億24百万円（前期比77.9％減）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85百万円、無形固定資産の取得による支出２億12百万円が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、10億42百万円（前期比299.4％増）となりました。これは主に、社債の発

行による収入が11億93百万円、配当金の支払いによる支出1億34百万円によるものであります。 
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(2) 次期の見通し 

この様な事業環境のもと、前述の中期的な重点課題の遂行に全力で取組む所存です。 

Connectivity & Wireless solution事業につきましては、好調な海外市場での事業拡大を図るとともに、USB

デバイスサーバ、シリアルデバイスサーバ等の新製品を積極的に投入し、デジタルデバイスへのネットワーク

機能の組み込み市場を取り込みます。また無線対応製品の技術開発及び無線LANモジュールを含めた市場開拓を

さらに進めてまいります。 

一方、Biometrics Authentication solution 事業につきましては、100％認証運用・生体認証・国際標準技

術準拠を基本指針として、真皮指紋認証センサ搭載の当社製品の強みを十分生かした当期を上回るマーケティ

ング・営業展開を日米で図り、市場におけるポジションを一気に高めてまいります。また、販売費及び一般管

理費につきましては、中期的な成長を確実にする為、一層効率的な活用を前提に、研究開発費及び人材増強に

よる人件費と大阪拠点移転に伴う経費での積み増しを計画しております。 

こうした取り組みにより、平成19年12月期の業績見通しにつきましては、連結売上高が前期比9.5％増加の66

億50百万円、連結経常利益は12.1％増加の５億20百万円、連結当期純利益は72.7％増加の２億85百万円を見込

んでおります。 

 

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

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

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

（1）連結財務諸表 

①連結貸借対照表 
(単位：千円) 

前連結会計年度 

(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

科目 

金額 
構成比

(％) 
金額 

構成比

(％) 
金額 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

  １ 現金及び預金  671,537  920,635 249,097

  ２ 受取手形及び売掛金 ※２ 1,221,267  1,412,372 191,104

  ３ 有価証券  601,826  1,063,034 461,208

  ４ たな卸資産  842,273  843,967 1,694

 ５ 未収入金  223,814  373,370 149,555

  ６ 繰延税金資産  38,457  35,004 △3,453

  ７ その他  42,169  96,629 54,459

      貸倒引当金  △6,923  △35,027 △28,104

   流動資産合計  3,634,423 62.5  4,709,986 67.5 1,075,562

Ⅱ 固定資産    

  １ 有形固定資産 ※１   

  (1) 建物及び構築物  65,598  61,262 △4,336

  (2) 機械装置及び運搬具  42,706  35,410 △7,295

  (3) 工具器具及び備品  141,923  147,036 5,113

  (4) 土地  277,054  277,054 ─

   有形固定資産合計  527,281 9.1  520,763 7.5 △6,518

 ２ 無形固定資産    

  (1) 営業権  979,105  987,729 8,624

  (2) その他  111,672  285,434 173,761

   無形固定資産合計  1,090,777 18.8  1,273,164 18.3 182,386

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  245,016  121,188 △123,827

  (2) 繰延税金資産  163,145  168,727 5,582

  (3) その他  150,584  178,872 28,288

   投資その他の資産合計  558,745 9.6  468,788 6.7 △89,957

   固定資産合計  2,176,805 37.5  2,262,715 32.5 85,909

   資産合計  5,811,229 100.0  6,972,701 100.0 1,161,472
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(単位：千円) 

前連結会計年度 

(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年12月31日) 
比較増減 

科目 

金額 
構成比

(％) 
金額 

構成比

(％) 
金額 

（負債の部）    
 

Ⅰ 流動負債    

 １ 支払手形及び買掛金  311,961  281,889 △30,072

 ２ １年以内返済予定長期借入金  96,096  181,596 85,500

 ３ １年以内償還予定社債  220,000  10,000 △210,000

 ４ 未払法人税等  84,614  80,587 △4,026

 ５ その他  287,494  251,056 △36,437

   流動負債合計  1,000,166 17.2  805,129 11.5 △195,036

Ⅱ 固定負債    

 １ 社債  10,000  ─ △10,000

 ２ 長期借入金  400,571  612,275 211,704

 ３ 退職給付引当金  236,900  264,400 27,500

 ４ 役員退職慰労引当金  43,900  42,810 △1,090

   固定負債合計  691,371 11.9  919,485 13.2 228,114

   負債合計  1,691,537 29.1  1,724,614 24.7 33,077

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３ 1,480,372 25.5  ─ ─ △1,480,372

Ⅱ 資本剰余金  1,532,743 26.4  ─ ─ △1,532,743

Ⅲ  利益剰余金  1,067,340 18.4  ─ ─ △1,067,340

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

Ⅴ  為替換算調整勘定  29,823 0.5  ─ ─ △29,823

   資本合計  4,119,691 70.9  ─ ─ △4,119,691

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

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １ 資本金  ─ ─  2,037,431 29.2 2,037,431

 ２ 資本剰余金  ─ ─  2,089,802 30.0 2,089,802

 ３ 利益剰余金  ─ ─  1,098,186 15.7 1,098,186

   株主資本合計  ─ ─  5,225,420 74.9 5,225,420

Ⅱ 評価・換算差額等    

 １ その他有価証券評価差額金  ─ ─  △10,159 △0.1 △19,571

 ２ 為替換算調整勘定  ─ ─  32,826 0.5 3,002

   評価・換算差額等合計  ─ ─  22,666 0.4 22,666

   純資産合計  ─ ─  5,248,087 75.3 5,248,087

   負債純資産合計  ─ ─  6,972,701 100.0 6,972,701
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②連結損益計算書 
(単位：千円) 

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） 

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

比較増減

科目 

金額 
百分比

(％) 
金額 

百分比

(％) 
金額 

Ⅰ 売上高  4,774,090 100.0  6,071,705 100.0 1,297,614

Ⅱ 売上原価  2,404,406 50.4  3,142,518 51.8 738,111

  売上総利益  2,369,683 49.6  2,929,187 48.2 559,503

Ⅲ  販売費及び一般管理費           ※1、2 1,838,730 38.5  2,453,547 40.4 614,816

  営業利益  530,953 11.1  475,640 7.8 △55,312

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  1,484 4,708  

 ２ 受取配当金  761 465  

 ３ 役員保険解約益  6,709 2,646  

 ４ 為替差益  24,447 5,645  

 ５  その他  3,820 37,223 0.8 3,271 16,738 0.3 △20,484
 

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  3,897 8,716  

  ２  支払保証料  2,204 332  

 ３ 新株発行費  1,027 7,569  

４ 社債発行費  ─ 6,820  

５ 売掛債権売却損  971 1,139  

 ６ その他  18 8,121 0.2 3,176 27,755 0.4 19,634

   経常利益  560,055 11.7  464,623 7.7 △95,431
 

Ⅵ 特別利益    

 １ 貸倒引当金戻入益  200 200 0.0 2,644 2,644 0.0 2,444
 

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 ※３ 6,663 365  

 ２ 投資有価証券評価損  ─ 6,663 0.1 90,850 91,216 1.5 84,552

   税金等調整前当期純利益  553,591 11.6  376,051 6.2 △177,539

   法人税、住民税及び事業税  300,597 198,802  

   法人税等調整額  △23,864 276,732 5.8 11,299 210,102 3.5 △66,629

   当期純利益  276,859 5.8  165,949 2.7 △110,909
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③連結剰余金計算書 
        (単位：千円) 

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） 科目 

金額 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,502,578 

Ⅱ 資本剰余金増加高    

  増資による新株式の発行  30,165 30,165 

Ⅲ 資本剰余金期末残高   1,532,743 

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高   921,326 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

  当期純利益  276,859 276,859 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

  配当金  130,845 130,845 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   1,067,340 
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④連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31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

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行 557,059 557,059 1,114,119  

 剰余金の配当  △135,103 △135,103  

 当期純利益  165,949 165,949  

 株主資本以外の項目 

 の連結会計年度中の 

変動額(純額) 

 △19,571 3,002

連結会計年度中の変動額

合計 
557,059 557,059 30,845 1,144,964 △19,571 3,002

平成18年12月31日残高 2,037,431 2,089,802 1,098,186 5,225,420 △10,159 32,826
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⑤連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円) 

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）

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日）

比較増減 

 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  税金等調整前当期純利益 553,591 376,051 △177,539
  ２  減価償却費 129,746 145,366 15,619
  ３  貸倒引当金の増加額(△は減少額) △452 27,640 28,093
  ４ 退職給付引当金の増加額 12,400 27,500 15,100
  ５  役員退職慰労引当金の減少額 △26,500 △1,090 25,410
  ６  受取利息及び受取配当金 △2,246 △5,174 △2,927
  ７  支払利息 3,897 8,716 4,819
 ８ 役員保険解約益 △6,709 △2,646 4,062
  ９  新株発行費 1,027 7,569 6,541
 10 社債発行費 ─ 6,820 6,820
  11  固定資産除却損 6,663 365 △6,298
 12 投資有価証券評価損 ─ 90,850 90,850
  13 売上債権の減少額（△は増加額） 57,421 △179,881 △237,302
  14  たな卸資産の減少額（△は増加額） △146,948 5,867 152,815
 15 未収入金の減少額(△は増加額) 112,474 △149,555 △262,030
  16  仕入債務の増加額（△は減少額） 15,211 △60,688 △75,899
  17  その他 △13,814 △87,636 △73,822

小計 695,764 210,076 △485,687

  18  利息及び配当金の受取額 2,247 5,073 2,826
  19  利息の支払額 △4,313 △8,374 △4,061
  20  法人税等の支払額 △555,617 △201,329 354,288

   営業活動によるキャッシュ・フロー 138,081 5,446 △132,634

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 △169,055 △169,087 △32
２ 定期預金の払戻による収入 169,030 169,063 32
３ 有価証券の取得による支出 △111,778 △111,894 △116
４  有価証券の売却による収入 111,677 111,761 83
５  有形固定資産の取得による支出 △107,944 △85,872 22,072
６  無形固定資産の取得による支出 △95,347 △212,445 △117,097
７  投資有価証券の取得による支出 △107,516 △22 107,494
８ 営業譲受による支出 △1,180,700 ─ 1,180,700
９ その他 20,008 △26,407 △46,415

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,471,624 △324,904 1,146,719

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   
１ 長期借入による収入 500,000 400,000 △100,000
２ 長期借入金の返済による支出 △7,529 △102,796 △95,267
３ 社債の発行による収入 ─ 1,193,179 1,193,179
３ 社債の償還による支出 △162,000 △320,000 △158,000
４ 株式の発行による収入 59,302 6,549 △52,752
５ 配当金の支払額 △128,679 △134,145 △5,466

   財務活動によるキャッシュ・フロー 261,093 1,042,787 781,693

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 31,980 △13,181 △45,161

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△は減少額） △1,040,468 710,148 1,750,617

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,083,262 1,042,793 △1,040,468

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,042,793 1,752,942 710,148
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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17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18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 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

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 

    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。 

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

 

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。） 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、米国連結子会社の営業権について
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項目 

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） 

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

 

 

 

 

 

 

(3)重要な引当金の計上基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

 

 

 

 

(5) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

 

 

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 

   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

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。 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜

方式によっております。 

 

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 

 

 

 

 

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 連結調整勘定の償却に関する

事項 

 

  該当事項はありません。 同左 

７ 利益処分項目等の取扱いに関

する事項 

  連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について連結会計年度中に確定した利益処

分に基づいて作成しております。 

 

――― 

８ 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

同左 
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項目 

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） 

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

ております。 
 
 

会計方針の変更 

 

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） 

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当連結会計年度から「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) 

 当連結会計年度から「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。 

 従来の「資本の部」の合計に相当する金額は5,248,087千円で

あります。 

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度におけ

る連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結財務諸

表規則により作成しております。 

 

 

表示方法の変更 

 

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） 

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

前連結会計年度まで営業外費用の「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、当連結会計年度から区分掲記することに変更

いたしました。 

 なお、前連結会計年度における「売掛債権売却損」の金額は1,619

千円であります。 

――― 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 

(平成17年12月31日) 

当連結会計年度 

(平成18年12月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額    477,623千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額     559,355千円 

 

※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                       25,686千円 

 

※３ 発行済株式総数     普通株式      34,642株 

※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                       41,671千円 

 

※３          ――― 

 

(連結損益計算書関係) 

 

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） 

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18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                     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 

                      

※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                     131,060千円 

       給料手当                     772,869千円 

       退職給付費用                   9,142千円 

       研究開発費                   445,724千円 

       支払手数料                    66,231千円 

                      

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 

                                    300,924千円 

 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 

                                    445,724千円 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

       建物及び構築物                 4,608千円 

       工具器具及び備品               1,829千円   

 ソフトウェア              225千円  

             計                       6,663千円 

 

※３ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

       工具器具及び備品               350千円   

 ソフトウェア             15千円  

             計                       365千円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31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 当連結会計年度末 

普通株式(株) 34,642 6,384 ― 41,026

計 34,642 6,384 ― 41,026

(変動事由の概要)  

増加の内訳は次のとおりであります。 

  新株予約権付社債の行使による増加  6,120株 

  ストックオプションの行使による増加  264株 

 

２ 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 

 

 (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 

決議予定 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19年２月14日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 160,001 3,900 平成18年12月31日 平成19年３月15日 
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(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17年１月１日 

至  平成17年12月31日） 

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

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 

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              920,635千円 

  預入期間が３か月を超える定期預金   △118,832千円 

取得日から３か月以内に償還期限 

の到来する短期投資                    951,139千円 

  現金及び現金同等物          1,752,942千円 

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 

２            ――― 

３            ――― 

 

３ 重要な非資金取引の内容 

  転換社債型新株予約権付社債の転換 

   転換社債型新株予約権付社債の 

   転換に伴う資本金の増加               549,732千円 

転換社債型新株予約権付社債の 

   転換に伴う資本剰余金の増加           549,732千円 

転換による転換社債型 

   新株予約権付社債の減少             1,100,000千円 
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(リース取引関係) 

 

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） 

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18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 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。 

 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 

 
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 5,715 1,905

工具器具 

及び備品 
12,672 7,237 5,434

合計 20,292 12,952 7,339

 

同左 

(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。 

(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                         3,961千円 

      １年超                         3,378千円   

       合計                          7,339千円 

同左 

 

(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       

(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       

(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。 
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(有価証券関係) 

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17年12月31日） 
                                     （単位：千円） 

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

  ①  株式 21,665 41,816 20,150

  ②  債券 ─ ─ ─

  ③  その他 ─ ─ ─

小計 21,665 41,816 20,150

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 107,479 88,038 △19,441

  ②  債券 ─ ─ ─

  ③  その他 ─ ─ ─

小計 107,479 88,038 △19,441

合計 129,145 129,854 709

 

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17年12月31日） 

   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 

 

 



                                   

  -23- 

 

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18年12月31日） 
                                     （単位：千円） 

区分 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  

  ①  株式 21,688 44,062 22,374

  ②  債券 ─ ─ ─

  ③  その他 ─ ─ ─

小計 21,688 44,062 22,374

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 107,479 67,976 △39,503

  ②  債券 ─ ─ ─

  ③  その他 ─ ─ ─

小計 107,479 67,976 △39,503

合計 129,167 112,038 △17,129

 

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18年12月31日） 

   その他有価証券 

フリーファイナンシャルファンド          951,139千円 

短期公社債ファンド           111,894千円 

非上場外国株式               9,149千円 



                                   

  -24- 

 

(デリバティブ取引関係) 

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)及び当連結会計年度(自平成18年1月1日 至平成18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。 

 

（退職給付関係） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社グループは、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。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

                     前連結会計年度         当連結会計年度               

                   （平成17年12月31日）     （平成18年12月31日）  

退職給付債務                            236,900千円                264,400千円     

退職給付引当金                            236,900千円                264,400千円 

（注）当社グループは、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 

                    前連結会計年度         当連結会計年度               

                   （自平成17年１月１日       (自平成18年１月１日  

                    至平成17年12月31日）       至平成18年12月31日） 

勤務費用                                 26,299千円                  29,116千円     

  

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。 
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(税効果会計関係) 

 

前連結会計年度         

（平成17年12月31日） 

当連結会計年度 

（平成18年12月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

    （繰延税金資産） 

     ① 流動資産 

       未払事業税                      5,954千円 

       たな卸資産評価損        20,312千円 

       未実現利益                      9,252千円 

       その他                          2,939千円   

             計                       38,457千円 

     ② 固定資産 

       建物償却超過額                 14,279千円 

       ソフトウェア償却超過額         42,106千円 

       退職給付引当金繰入超過額       92,564千円 

       役員退職慰労引当金             17,864千円 

       子会社繰越欠損額               38,618千円 

       その他                          2,788千円   

            小計                     208,221千円 

       評価性引当金         △38,618千円        

             計                      169,603千円 

繰延税金資産合計              208,060千円 

      

（繰延税金負債） 

固定負債 

 その他有価証券評価差額金   △6,458千円 

 

繰延税金資産純額              201,602千円 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

    （繰延税金資産） 

     ① 流動資産 

       未払事業税                      9,040千円 

       たな卸資産評価損        18,863千円 

       未実現利益                      5,338千円 

       その他                          1,762千円   

             計                       35,004千円 

     ② 固定資産 

       建物償却超過額                 12,871千円 

       ソフトウェア償却超過額         20,942千円 

       退職給付引当金繰入超過額      107,593千円 

       役員退職慰労引当金             17,420千円 

       子会社繰越欠損額               43,096千円 

       株式評価損                     39,005千円 

       その他                          9,899千円   

            小計                     250,829千円 

       評価性引当金         △82,101千円        

             計                      168,727千円 

繰延税金資産合計              203,732千円 

      

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差

異の原因となった主な項目別の内訳 

      法定実効税率                       40.7％ 

      （調整） 

      交際費等一時差異でない項目          2.0％ 

      評価性引当金の増加に関する項目       5.4％ 

      住民税均等割等                       0.7% 

      その他                               1.2％   

      税効果会計適用後の法人税等の負担率  50.0％ 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差

異の原因となった主な項目別の内訳 

      法定実効税率                       40.7％ 

      （調整） 

      交際費等一時差異でない項目          1.3％ 

      評価性引当金の増加に関する項目      11.6％ 

      住民税均等割等                       1.0% 

      その他                               1.3％   

      税効果会計適用後の法人税等の負担率  55.9％ 



                                   

  -26- 

 

(セグメント情報         ) 

【事業の種類別セグメント情報】 

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）及び当連結会計年度（自平成18年１月１日  至平 成18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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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 

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 
4,347,716 335,061 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

Ⅱ 資産 5,746,208 1,633,970 123,872 7,504,051 (1,692,822) 5,811,229

（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 

 

当連結会計年度（自平成18年１月１日 至平成18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 

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 
4,682,813 1,165,564 223,327 6,071,705 ─ 6,071,705

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
226,847 38,443 18,603 283,893 (283,893) ─

計 4,909,660 1,204,007 241,930 6,355,599 (283,893) 6,071,705

  営業費用 4,421,947 1,337,857 301,708 6,061,514 (465,448) 5,596,065

  営業利益 

又は営業損失(△) 
487,713 △133,850 △59,777 294,085 181,555 475,640

Ⅱ 資産 6,933,075 1,700,735 509,666 9,143,477 (2,170,775) 6,972,701

（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 
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【海外売上高】 

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。 

 

当連結会計年度(自平成18年１月１日 至平成18年12月31日) 

(単位：千円) 

 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 1,165,564 257,218 1,422,782

Ⅱ 連結売上高 ─ ─ 6,071,705

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 19.2 4.2 23.4

(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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（関連当事者との取引） 

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 役員及び個人主要株主等 

(単位：千円、％) 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金
又は 
出資金 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の所有
(被所有)割合 役員の 

兼任等 
事業上の
関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

役員及びそ

の近親者 
岡野喜男 ─ ─ 

当社取締役兼 

上席執行役 

(被所有) 

直接 0.7 
─ ─ 

ストックオプションの

権利行使 (注３) 
9,900 ─ ─ 

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４） 

京都府 

京都市 
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５) 
   3,636   未払金 105 

 （注） 取引条件及び取引条件の決定方針等 

１ ストックオプションにかかる取引については、ストックオプションの権利行使によるもののみ記載しております。 

２ 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。 

３ 平成14年８月22日臨時株主総会特別決議により発行した新株予約権の権利行使（行使時の払込金額１株につき55,000

円）であります。 

４ ㈱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。 

５ 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18年１月１日 至平成18年12月31日） 

１ 役員及び個人主要株主等 

(単位：千円、％) 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 

資本金
又は 
出資金 

事業の内容 
又は職業 

議決権等の所有
(被所有)割合 役員の 

兼任等 
事業上の
関係 

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

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 

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) 
3,419 未払金 105

 （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100.0％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。 
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(ストック・オプション等関係) 

当連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18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
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。 

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 ─ ─ ２ ７

 権利確定 ─ ─ 339 ─

 当連結会計年度末 ─ ─ ─ 693

権利確定後  

 前連結会計年度末 1,050 54 ─ ─

 権利確定 ─ ─ 339 ─

 権利行使 258 ６ ─ ─

 失効 ─ ─ ２ ─

 当連結会計年度末 792 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 220,605 292,000 ─ ─

公正な評価単価(付与日) ─ ─ ─ ─

 

(１株当たり情報) 

項目 

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） 

当連結会計年度 

 （自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

１株当たり純資産額 118,921円89銭 127,921円01銭 

１株当たり当期純利益 8,218円82銭 4,487円78銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

7,812円50銭 4,310円71銭 
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（注）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 
前連結会計年度末 
(平成17年12月31日) 

当連結会計年度末 
(平成18年12月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) ― 5,248,087

普通株式に係る純資産額(千円) ― 5,248,087

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) ― 41,026

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) 

― 41,026

 

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 

 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） 

当連結会計年度 

（自 平成18年１月１日 

   至 平成18年12月31日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 276,859 165,949 

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（千円） 276,859 165,949 

普通株式の期中平均株式数（株） 33,686 36,978 

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） 1,752 1,519 

（うち新株予約権（株）） 

（うち新株予約権付社債（株）） 

(1,752)

( ─  )

(739)

(780)

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693個) 
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（重要な後発事象） 

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） 

当連結会計年度 

（自  平成18年１月１日 

至  平成18年12月31日） 

(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。

 

――― 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当連結会計年度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 5,476,323 137.4

Biometrics Authentication solution 事業 323,697 85.6

その他事業 295,991 92.7

合計 6,096,013 130.2

（注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当連結会計年度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 5,874,945 133.7 566,090 100.3

Biometrics Authentication solution 事業 383,767 78.5 47,478 62.3

その他事業 307,539 96.2 55,354 45.8

合計 6,566,253 126.2 668,923 87.8

（注）金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 (3) 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

                                     （単位：千円） 

事業部門の名称 金   額 前年同期比(％)

Connectivity ＆ Wireless solution 事業 5,472,852 134.1

Biometrics Authentication solution 事業 293,712 82.6

その他事業 305,139 90.1

合計 6,071,705 127.2

（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合 

                                     （単位：千円） 

前連結会計年度 当連結会計年度
相手先 

金   額 割  合(％) 金   額 割 合(％)

京セラミタ株式会社 1,104,866 23.1 1,683,288 27.7

３．上表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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