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（百万円未満切捨て） 

１．19年12月中間期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日） 
（１）連結経営成績                                   （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益 

 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

百万円   ％
2,792（△6.2）
2,976（ 20.6）

百万円   ％
153（△51.4）
316（△30.3）

百万円   ％ 
192（△36.2） 
302（△35.1） 

百万円   ％
76（△60.5）
193（△25.3）

18年12月期 6,071         475          464           165          

 

 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 
 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

円   銭
1,861      91
5,590      47

円   銭
1,843      22
5,342      36

18年12月期 4,487      78 4,310      71

(注) 持分法投資損益 19年12月中間期 ─ 百万円  18年12月中間期 ─ 百万円  18年12月期 ─ 百万円 
 
（２）連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

百万円
7,057
7,071

百万円
5,267
4,171

％ 
74.6 
59.0 

円   銭
127,562      15
120,062      71

18年12月期 6,972 5,248 75.3 127,921      01

（参考）自己資本 19年12月中間期 5,267百万円 18年12月中間期 4,171百万円 18年12月期 5,248百万円 
 
（３）連結キャッシュ･フローの状況 

 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物
期 末 残 高 

 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

百万円 
361 
316 

百万円
△447
△234

百万円 
△243 
905 

百万円
1,425
2,031

18年12月期 5 △324 1,042 1,752

 
２．配当の状況 

現金配当 １株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 

18年12月期 ─ 3,900.00 3,900.00

19年12月期(実績) ─ ─

19年12月期(予想) ─ 3,900.00
3,900.00

 
３．19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） 

                                         （％表示は対前期増減率） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 百万円  ％ 円 銭
通  期 6,650（ 9.5） 530（ 11.4） 520（ 11.9） 285（ 71.7） 6,902 40
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４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   無 
 
（２）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更         有 
② ①以外の変更                無 
 

（３）発行済株式数（普通株式） 
① 期末発行済株式数（自己株式を含む）19年12月中間期 41,290株 18年12月中間期 34,744株 18年12月期 41,026株 
② 期末自己株式数          19年12月中間期   ─株 18年12月中間期   ─株 18年12月期   ─株 
（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32頁「１株当たり情報」をご

覧ください。 
 
 

（参考）個別業績の概要 
 

１．19年12月中間期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年６月30日） 
（１）個別経営成績                              （％表示は対前年中間期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

百万円   ％ 
2,396（ 1.8） 
2,354（△4.0） 

百万円   ％
206（△19.0）
254（△45.5）

百万円   ％ 
235（ △2.9） 
242（△49.0） 

百万円   ％
119（△11.8）
135（△49.2）

18年12月期 4,909          487          475           182          

 

 １株当たり中間 
（当期）純利益 

 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

円   銭 
2,917      09 
3,920      54 

18年12月期 4,940      86 

 
（２）個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

 
19年12月中間期 
18年12月中間期 

百万円 
6,982 
7,033 

百万円
5,320
4,212

％ 
76.2 
59.9 

円   銭
128,868      31
121,237      43

18年12月期 6,933 5,335 77.0 130,040      34

 (参考) 自己資本 19年12月中間期 5,320百万円 18年12月中間期 4,212百万円 18年12月期 5,335百万円 
 
 
２．19年12月期の個別業績予想（平成19年１月１日～平成19年12月31日） 

                                        （％表示は対前期増減率） 

 
売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当たり 
当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 円 銭
通  期 5,050（ 2.9） 410（△15.9） 400（△15.9） 230（ 25.9） 5,570 36

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は、 
今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件等につきましては、 
添付資料の３頁を参照して下さい。 
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な好況と円安という環境の中、輸送・電機を始めとする輸出企業を

中心に企業業績は概ね好調で、各種経済指標も上向きになりつつあるという状況にありました。一方、資源高や米国経済

の減速など不安定要素も並存しており、決して平坦で先行き楽観的な予測を許さない状況が続いております。 

このような経済環境の中、Connectivity ＆ Wireless Solution事業では、国内においてはプリントサーバがOEM顧客向

け内蔵ボードを中心に前年同期の売上高を下回りました。その一方でインクジェットプリンタやMFP等の各種デジタルデ

バイスがネットワークに繋がってゆくという市場の進展に対応した製品であるUSBデバイスサーバ、急速に普及している

ネットワークのワイヤレス化に対応した無線LAN技術開発をベースに研究開発した無線LANモジュールが計画どおり売上

高を伸ばしました。一方、海外においては、欧米においてプリントサーバ売上高が減ったことや、北米にて予定していた

USBデバイスサーバ関連の大型OEM製品が大部分下期にズレたことにより、前年同期に対して売上高が減少いたしました。

前期より米国で本格投入しておりますシリアルデバイスサーバは計画どおりの売上高成長を果たしました。この結果

Connectivity ＆ Wireless Solution事業の当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比3.4%減少の25億67百万円となり

ました。 

Biometrics Authentication Solution事業では、真皮指紋認証センサ搭載の「S」ファミリー製品が着実に売上高を伸

ばしましたが、前期に大型特需があったことの反動とマーケティング活動が十分浸透していないこと、また国内・海外と

も案件のクロージングが遅れていること等により前年同期比34.4%減少の１億12百万円となりました。その他を加えた全

体での当中間連結会計期間の売上高は、前年同期比6.2%減少の27億92百万円となりました。 

一方利益面につきましては、粗利率の高い製品の売上比率が若干上がったことにより、売上総利益率は前年同期比0.2

ポイント改善されましたが、人件費を中心とした販売費及び一般管理費の増加があったことにより、当中間連結会計期間

の営業利益は前年同期比51.4％減少の１億53百万円、経常利益は36.2％減少の１億92百万円となりました。また、保有株

式の減損処理を実施したことにより、中間純利益は前年同期比60.5％減少の76百万円となりました。 

 

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は前年同期をやや下回りましたが、USBデバイスサーバ、

無線LANモジュールが成長しております。また、中期計画にもとづき人件費・研究開発費及びマーケティング費用を予定

どおり投入した結果、売上高は前期同期比2.0％減少の21億96百万円、営業利益は前期比19.0％減少の２億６百万円とな

りました。 

② 北米 

 北米におきましては、前期途中まで北米にて計上しておりました旧TROY社欧州部門の売上高を欧州地区に計上するよう

変更したことや、大型のOEM新製品の売上が大部分下期にズレ込んだため、売上高は前年同期比33.4％減少の４億44百万

円、営業損失は75百万円（前年同期は３百万円の営業損失）となりました。 

③ その他の地域 

 前期途中まで北米にて計上しておりました旧TROY社欧州部門の売上高を欧州地区で計上するよう変更したことで売上

高は大幅に増加いたしましたが、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を続けたこともあり、売上

高は前年同期比117.1％増加の１億51百万円、営業損失は38百万円（前年同期は26百万円の営業損失）となりました。 

  

（当期の見通し） 

当期の業績予想につきましては、平成19年２月14日の前期決算発表時に公表した通り、売上高66億50百万円、経常利益

５億20百万円、当期純利益２億85百万円を見込んでおります。 
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(2)財政状態 

① 資産、負債、純資産の状況 

当中間連結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84百万円、純資産は18百万円増加いたしました。 

 主な増減内容は、資産の部では、たな卸資産が１億61百万円、有形固定資産が２億75百万円それぞれ増加し、有価証券

が２億98百万円減少いたしました。また負債の部では、支払手形及び買掛金が54百万円、未払法人税等が44百万円それぞ

れ増加いたしました。 

 

② キャッシュ･フローの状況 

 当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ３億27百万円減少

し、14億25百万円となりました。 

 当中間会計期間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、３億61百万円（前年同期比14.0％増）となりました。これは主に、税金等調整前中間

純利益が１億66百万円、未収入金の減少が２億30百万円、たな卸資産の増加額が１億42百万円あったことによるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、４億47百万円（前年同期比91.2％増）となりました。これは主に、有形固定資産の取

得による支出が３億78百万円、無形固定資産の取得による支出が92百万円、投資有価証券の売却による収入が50百万円あ

ったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、２億43百万円（前年同期は９億５百万円の獲得）となりました。これは主に、長期借

入金の返済による支出が90百万円、配当金の支払額が１億57百万円あったことによるものであります。 

 

主要財務指標のトレンド 

 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率(％) 72.6 70.9 59.0 75.3 74.6

時価ベースの自己資本比率(％) 223.7 199.1 108.1 85.3 70.2

債務償還年数(年) 0.7 5.3 2.6 147.6 1.9

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍) 187.2 32.0 70.9 0.7 64.7

（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。 

 (3)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。 
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 (4)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22億90百万円で、連結売上高に占める割合は

82.0％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があります。 

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
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社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

２．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。 

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

ていた機器をネットワーク環境で利用できるようにする製品として、「USBデバイスサーバ」「シリアルデバイ

スサーバ」を開発・販売しております。これらは、ＰＣ以外のあらゆる機器をネットワークに直接繋げたいとい

う市場の要請に応えるべく開発された製品で、更に有線・無線とも機能性能を進化させ、拡大する市場で当社グ

ループ製品が着実に成長し始めてきております。 

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

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

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

ルサイネージ」と言う市場が形成されつつあります。この市場に対し、映像や音声を有線・無線のネットワーク

を通じて配信するシステムを今年中には開発し、この成長市場で足場を作るため、まずは米国そして日本へと積

極的なビジネス展開を図っております。 

 

Biometrics Authentication Solution 事業 

当社グループは、発展する高度情報技術社会での個人情報に対するセキュリティで必要条件とされる個人認証

に対応し、「指紋解析照合技術」を応用した製品を開発し提供しております。主力製品である指紋認証システム

は、指紋解析・照合技術を社内リソースとして整備し、自社において、認証アルゴリズム、アプリケーションサ

ポートソフトウエア、指紋入力装置をそれぞれ開発し、顧客システムに 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 

StitchLink 

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 

コンバータ IPv4-IPv6 コンバータ 

ワイヤレスブリッジ 

Connectivity & Wireless 

Solution事業 

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 

Biometrics Authentication 

Solution 事業 

指紋認証装置 真皮指紋認証センサ 

ICカードリーダ付き真皮指紋認証センサ 

組込み用真皮指紋認証モジュール 

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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３．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) 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、付加価値向上をベースと

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

 

 (3) 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。また、様々な機器がネットワークに直接繋がる機会も一気に

増大して来るといわれています。USBデバイスサーバやシリアルデバイスサーバは機器のインタフェースに対応し

たネットワーク化が可能な製品として開発、販売しており、更なる市場拡大や新技術の拡大を目指します。 

特に無線技術、ネットワークセキュリティ技術、高速化や通信の安定性の向上などの対応といった研究開発を更

に進め、いち早く当社製品に展開し、他社に比し、圧倒的に差別化された製品を販売できるよう体制を強化してま

いります。 

 

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。 

平成18年に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ため、製品

ラインを「Sシリーズ」として一新いたしました。また、平成19年には、様々な機器で本人認証機能が求められて

いることに対応し、組込み用モジュールとして「Eシリーズ」をリリースしております。 

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。 
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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。 

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、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、製品企画開発力を機能強化・

拡充する為、プロダクトマネージャー制度を導入し、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まいります。 

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うえ、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おります。 

拠点を移転し、生産キャパシティーの拡大を実現すると共に、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。 
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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18年6月30日) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成19年6月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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  859,667 892,275  920,635

 2.  受取手形及び売掛金 ※2 1,095,174 1,462,068  1,412,372

 3.  有価証券  1,401,921 764,242  1,063,034

 4.  たな卸資産  813,851 1,005,144  843,967

 5.  未収入金  363,774 142,504  373,370

 6.  その他  214,529 220,381  131,634

貸倒引当金  △8,101 △27,834  △ 35,027

   流動資産合計  4,740,817 67.0 4,458,782 63.2 4,709,986 67.5

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  254,183 519,604  243,709

   有形固定資産合計  531,237 7.5 796,658 11.3 520,763 7.5

 2. 無形固定資産   

  (1) のれん  ─ 1,022,143  987,729

  (2) 営業権  955,637 ─  ─

  (3) その他  247,906 328,416  285,434

   無形固定資産合計  1,203,543 17.0 1,350,560 19.1 1,273,164 18.3

 3. 投資その他の資産   596,346 8.5 451,029 6.4 468,788 6.7

   固定資産合計   2,331,128 33.0 2,598,247 36.8 2,262,715 32.5

   資産合計   7,071,946 100.0 7,057,029 100.0 6,972,701 100.0
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(単位：千円) 
前中間連結会計期間末 

 
(平成18年6月30日) 

当中間連結会計期間末 
 

(平成19年6月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18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  320,774 336,515  281,889

 2. 1年以内返済予定長期借入金  96,096 176,496  181,596

 3. 1年以内償還予定社債  120,000 ─  10,000

 4. 未払法人税等  175,727 125,214  80,587

 5. その他  341,316 302,695  251,056

   流動負債合計  1,053,914 14.9 940,921 13.4 805,129 11.5

Ⅱ 固定負債   

1. 新株予約権付社債  1,200,000 ─  ─

2. 長期借入金  349,973 526,577  612,275

3. 退職給付引当金  252,700 280,600  264,400

4. 役員退職慰労引当金  43,900 41,890  42,810

   固定負債合計  1,846,573 26.1 849,067 12.0 919,485 13.2

   負債合計  2,900,487 41.0 1,789,988 25.4 1,724,614 24.7

(純 資 産 の 部)  

Ⅰ 株主資本   

1. 資本金  1,483,244 21.0 2,044,759 29.0 2,037,431 29.2

2. 資本剰余金  1,535,615 21.7 2,097,130 29.7 2,089,802 30.0

3. 利益剰余金  1,126,158 15.9 1,014,772 14.4 1,098,186 15.7

   株主資本合計  4,145,018 58.6 5,156,661 73.1 5,225,420 74.9

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 1,133 0.0 △ 10,159 △ 0.1

2. 為替換算調整勘定  4,278 0.1 109,246 1.5 32,826 0.5

   評価・換算差額等合計  26,440 0.4 110,379 1.5 22,666 0.4

   純資産合計  4,171,458 59.0 5,267,040 74.6 5,248,087 75.3

   負債及び純資産合計  7,071,946 100.0 7,057,029 100.0 6,972,701 100.0
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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18年1月１日 

至  平成18年6月30日 

 

当中間連結会計期間 

自  平成19年1月１日 

至  平成19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18年１月１日 

至  平成18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  2,976,810 100.0 2,792,290 100.0 6,071,705 100.0

Ⅱ 売上原価  1,488,871 50.0 1,389,864 49.8 3,142,518 51.8

   売上総利益  1,487,939 50.0 1,402,426 50.2 2,929,187 48.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 1,171,368 39.4 1,248,627 44.7 2,453,547 40.4

営業利益  316,570 10.6 153,798 5.5 475,640 7.8

Ⅳ 営業外収益   

 1. 受取利息  747 4,369  4,708

  2. 受取配当金  220 380  465

 3.  役員保険解約益  2,646 ─  2,646

 4.  保険解約益  ─ 21,426  ─

 5. 為替差益  ─ 14,565  5,645

 6. その他  1,087 4,702 0.1 5,197 45,939 1.6 3,271 16,738 0.3

Ⅴ 営業外費用   

 1. 支払利息  4,620 5,574  8,716

 2. 支払保証料  465 52  332

 3. 新株発行費  427 ─  ─

 4. 株式交付費  ─ 617  7,569

  5. 社債発行費  6,544 ─  6,820

  6. 為替差損  6,310 ─  ─

  7. 売掛債権売却損  584 605  1,139

 8.  その他  120 19,073 0.6 150 7,001 0.2 3,176 27,755 0.4

   経常利益  302,198 10.1 192,735 6.9 464,623 7.7

Ⅵ 特別利益   

1. 貸倒引当金戻入益  ─ 214  2,644

2. 投資有価証券売却益  ─ ─ 30,298 30,513 1.1 ─ 0.0

Ⅶ 特別損失   

1. 固定資産除却損 ※2 94 ─  365

2. 投資有価証券評価損  ─ 94 0.0 56,619 56,619 2.0 90,850 91,216 1.5

   税金等調整前 

中間（当期）純利益 
 302,104 10.1 166,629 6.0 376,051 6.2

   法人税、住民税及び事業税  167,417 117,328  198,802

   法人税等調整額  △59,234 108,182 3.6 △27,286 90,041 3.3 11,299 210,102 3.5

   中間（当期）純利益  193,922 6.5 76,587 2.7 165,949 2.7
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③中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

(単位：千円) 
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

 

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

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

中間連結会計期間中の 

変動額 

  

 新株の発行 7,327 7,327 14,655  

 剰余金の配当  △160,001 △160,001  

 中間純利益  76,587 76,587  

 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) 

 11,292 76,420

中間連結会計期間中の 

変動額合計 
7,327 7,327 △83,413 △68,758 11,292 76,420

平成19年６月30日残高 2,044,759 2,097,130 1,014,772 5,156,661 1,133 109,246

 

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

(単位：千円) 
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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④中間連結キャッシュ・フロー計算書 
(単位：千円) 

前中間連結会計期間 

 

自 平成18年1月 1日 

至 平成18年6月30日 

当中間連結会計期間 

 

自 平成19年1月 1日 

至 平成19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18年 1月 1日 

至 平成18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 302,104 166,629 376,051

2. 減価償却費 62,356 89,376 145,366

3. 貸倒引当金の増加額（減少は△） 1,177 △8,191 27,640

4. 退職給付引当金の増加額 15,800 16,200 27,500

5. 役員退職慰労引当金の減少額 ─ △920 △1,090

6. 受取利息及び受取配当金 △967 △4,749 △5,174

7. 支払利息 4,620 5,574 8,716

8. 役員保険解約益 △2,646 ─ △2,646

9. 新株発行費 427 ─ ─

10. 株式交付費 ─ 617 7,569

11. 社債発行費 6,544 ─ 6,820

12. 固定資産除却損 94 ─ 365

13. 投資有価証券売却益 ─ △30,298 ─

14. 投資有価証券評価損 ─ 56,619 90,850

15. 売上債権の減少額（増加は△） 121,406 △36,547 △179,881

16. たな卸資産の減少額（増加は△） 22,836 △142,819 5,867

17. 未収入金の減少額（増加は△） △139,959 230,866 △149,555

18. 仕入債務の増加額（減少は△） 11,999 41,113 △60,688

19. その他 △1,653 51,603 △87,636

小計 404,140 435,074 210,076

20. 利息及び配当金の受取額 752 4,305 5,073

21. 利息の支払額 △4,401 △5,582 △8,374

22. 法人税等の支払額 △83,803 △72,705 △201,329

営業活動によるキャッシュ・フロー 316,687 361,090 5,446

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 △50,254 △50,298 △169,087

2. 定期預金の払戻による収入 50,250 50,258 169,063

3. 有価証券の取得による支出 ─ ─ △111,894

4. 有価証券の売却による収入 ─ ─ 111,761

5. 有形固定資産の取得による支出 △51,893 △378,449 △85,872

6. 無形固定資産の取得による支出 △156,404 △92,145 △212,445

7. 投資有価証券の取得による支出 △0 ─ △22

8. 投資有価証券の売却による収入 ─ 50,400 ─

9. その他 △25,830 △27,449 △26,407

投資活動によるキャッシュ・フロー △234,132 △447,684 △324,904

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 ─ ─ 400,000

2. 長期借入金の返済による支出 △50,598 △90,798 △102,796

3. 社債の発行による収入 1,193,455 ─ 1,193,179

4. 社債の償還による支出 △110,000 △10,000 △320,000

5. 株式の発行による収入 5,317 14,037 6,549

6. 配当金の支払額 △132,914 △157,109 △134,145

財務活動によるキャッシュ・フロー 905,260 △243,870 1,042,787

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 405 3,272 △13,181

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（減少は△） 988,221 △327,191 710,148

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,042,793 1,752,942 1,042,793

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,031,015 1,425,750 1,752,942
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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18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
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 

(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 

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 

主として総平均法に基づ

く原価法 

② 貯蔵品 

同左 

１）有形固定資産 

① 平成19年３月31日以

前に取得したもの 

主として旧定率法によっ

ております。（ただし、平

成10年４月１日以降取得

の建物（建物附属設備を

除く）については、旧定

 

 

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 

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
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項目 

前中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
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 

 

 

 

 

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

額法を採用しておりま

す。） 

② 平成19年４月１日以

降に取得したもの 

主として定率法によって

おります。（ただし、建物

（建物附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用

しております。） 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年４月

１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法

に基づく方法に変更してお

ります。 

 これに伴う影響は軽微であ

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 

 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 

 

 

 

 

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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１）貸倒引当金 

同左 
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項目 

前中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 重要なリース取引の

処理方法 

 

 

 

 

(5) その他中間連結財務

諸表(連結財務諸表)

作成のための重要な

事項 

 

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

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。 

１）消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

２）収益及び費用の計上基準 

  原則として出荷基準によっ

ておりますが、個別受注物件

の販売については検収基準

を採用しております。 

 

 

 

２）退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

３）役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同左 

 

 

 

 

 

 １）消費税等の会計処理 

同左 

 

 

２）収益及び費用の計上基準 

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 

 

 

 

 

 

１）消費税等の会計処理 

同左 

 

 

２）収益及び費用の計上基準 

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。      
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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の変更 
 

前中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
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。 

 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

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。 

 

――― 

 

(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財務諸表の

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 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

――― 

 

 

 

(連結貸借対照表) 

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より

無形固定資産に区分掲記されていた「営業権」は、「のれん」と

して表示しております。 

 

(連結損益計算書) 

当中間連結会計期間より「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実務対応報

告第19号)を適用しております。 

これにより、前中間連結会計期間まで営業外費用において表示

しておりました「新株発行費」は、当中間連結会計期間より「株

式交付費」として表示しております。 
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前中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

当中間連結会計期間より「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実務対応報

告第19号)を適用しております。 

これにより、前中間連結会計期間まで営業活動によるキャッシ

ュ・フローにおいて表示しておりました「新株発行費」は、当

中間連結会計期間より「株式交付費」として表示しております。

 

 
 

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18年６月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年12月31日） 

※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  

581,068千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額  

559,355千円 

※２      ――― ※２ 中間連結会計期間末日満期手形の

処理 

中間連結会計期間末日満期手形

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、当中間連結会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中間

連結会計期間末日満期手形が中間

連結会計期間末残高に含まれてお

ります。 

        受取手形     53,130千円 

※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      41,671千円 

 

(中間連結損益計算書関係) 

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

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
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     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     63,319千円 

       給料手当      399,758千円 

       賞与手当       50,183千円 

退職給付費用    6,585千円 

研究開発費    207,842千円 

支払手数料     53,779千円 

※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 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。 

工具器具及び備品    350千円 

ソフトウエア         15千円 

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

前中間連結会計期間(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)  ストック･オプションの行使による増加であります。 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

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 

 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19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) 41,026 264 ― 41,290

計 41,026 264 ― 41,290

(注) ストック･オプションの行使による増加であります。 

 

２．配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

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

 

前連結会計年度(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 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13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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 (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18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
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          892,275千円 

預入期間が３か月 

を超える定期預金    △118,872千円 

取得日から３か月 

以内に償還期限の 

到来する短期投資      652,348千円 

現金及び現金同等物  1,425,750千円 

 

――― 

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 重要な非資金取引の内容 

  転換社債型新株予約権付社債 

  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 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
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、減損損失累計額

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、減損損失累計額

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、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)

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)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

機械装置 
及び運搬具 

7,620 6,477 1,143

工具器具 
及び備品 

12,672 8,357 4,314

合計 20,292 14,834 5,457

 

 
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

 
  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等 

 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) 未経過ﾘｰｽ料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 3,677千円

１年超 1,779千円

 合計 5,457千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,961千円

１年超 3,378千円

 合計 7,339千円
 

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、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減

損損失 

支払リース料 2,029千円 

減価償却費相当額 2,029千円 
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減

損損失 

支払リース料 2,029千円

減価償却費相当額 2,029千円
 

(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。 

（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。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

（減損損失について） 

同左 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

（減損損失について） 

同左 
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(有価証券関係) 

前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 

 
当中間連結会計期間末（平成19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 52,446 54,056 1,609

  ②  債券 ─ ─ ─

  ③  その他 ─ ─ ─

合計 52,446 54,056 1,609

  (注) 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のある株式について56,619千円減損処理を行っております。 

なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、当中間連結会計期間末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合に

は全て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額

について減損処理を行うこととなっております。 

 
２．時価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                       111,894千円 

フリーファイナンシャルファンド           652,348千円 

非上場外国株式                             9,449千円 

 
 前連結会計年度末（平成18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 129,167 112,038 △17,129

  ②  債券 ─ ─ ─

  ③  その他 ─ ─ ─

合計 129,167 112,038 △17,129

  (注) 当連結会計年度においては、減損処理の対象となる株式はありません。 

なお、当該有価証券の減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行うこととなっております。 

 

２．時価のない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

短期公社債ファンド                     111,894千円 

フリーファイナンシャルファンド         951,139千円 

非上場外国株式                           9,149千円 

 

 

(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。 
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 (ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(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) ─ ─ ─ ─
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当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19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 ─ ─ ─ 693

 付与 ─ ─ ─ ─

 失効 ─ ─ ─ 38

 権利確定 ─ ─ ─ ─

 当中間連結会計期間末 ─ ─ ─ 655

権利確定後  

 前連結会計年度末 792 48 337 ─

 権利確定 ─ ─ ─ ─

 権利行使 258 6 ─ ─

 失効 ─ ─ 50 ─

 当中間連結会計期間末 534 42 287 ─

 

  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 129,372 112,000 ─ ─
公正な評価単価(付与日) ─ ─ ─ ─
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前連結会計年度(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) ─ ─ ─ ─
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 (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18年１月１日 至 平成18年６月30日)及び当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平

成19年６月30日)並びに前連結会計年度(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。 

 

２. 所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間(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 

  (1) 北米 ……………… 米国 

  (2) その他の地域 …… ドイツ、中国 

 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19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 

2,196,579 444,170 151,540 2,792,290 ─ 2,792,290

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

199,880 15,590 15,615 231,086 (231,086) ─

計 2,396,460 459,760 167,156 3,023,377 (231,086) 2,792,290

 営業費用 2,190,094 535,122 205,532 2,930,750 (292,257) 2,638,492

 営業利益又は 
 営業損失(△) 

206,365 △75,361 △38,376 92,626 61,171 153,798

(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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前連結会計年度(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 

 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

(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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

(単位：千円) 
 北米 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高 444,170 175,581 619,752
Ⅱ 連結売上高 ─ ─ 2,792,290
Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 15.9 6.3 22.2

(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。 

 

前連結会計年度(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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(企業結合等関係) 

  該当事項はありません。 

 

(１株当たり情報) 

 

項目 

前中間連結会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
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 120,062円71銭 127,562円15銭 127,921円01銭

１株当たり 
中間(当期)純利益 

5,590円47銭 1,861円91銭 4,487円78銭

潜在株式調整後 
１株当たり 
中間(当期)純利益 

5,342円36銭 1,843円22銭 4,310円71銭

  
(注)算定上の基礎 

１．１株当たり純資産額 

項目 
前中間連結会計期間末 
(平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成18年12月31日) 

中間連結貸借対照表(連結貸借対照表)の純
資産の部の合計額(千円) 

4,171,458 5,267,040 5,248,087

普通株式に係る純資産額(千円) 4,171,458 5,267,040 5,248,087

中間連結貸借対照表(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(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) 34,744 41,290 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) 

34,744 41,290 41,026

 

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18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日 

１株当たり中間(当期)純利益  

中間(当期)純利益(千円) 193,922 76,587 165,949

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) 193,922 76,587 165,949

普通株式の期中平均株式数(株) 34,688 41,134 36,978

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)) 

1,611
(843)
(768)

417 
(417) 
(―) 

1,519
(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) 

(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287個) 
株主総会の特別決議日 
平成18年３月29日 
(新株予約権655個) 
 

(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 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前連結会計年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18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１日から 
平成18年８月31日まで 

(2) 転換行使額面総額 
   800,000千円 

(3) 資本金の増加額 
   399,789千円 

(4) 資本準備金の増加額 
   399,789千円 

(5) 増加した株式の種類及び株数 
   普通株式 4,465株 
上記には、平成18年９月１日から平成
18年９月29日までの権利行使は含まれ
ておりません。 

 
（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。 
 
 

――― 
 

――― 
 

 
 (2) その他    

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

（単位：千円）   
当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 事業部門の名称 

金額 前年同期比(％) 

Connectivity & Wireless solution事業 2,619,560 96.7 

Biometrics Authentication solution事業 67,945 45.6 

その他事業 86,647 60.3 

合計 2,774,153 92.4 

（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) 受注状況 

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）   
当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 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 2,752,246 92.4 440,402 59.0 
Biometrics Authentication solution
事業 

84,929 48.9 9,522 19.5 

その他事業 141,680 89.9 64,276 52.6 
合計 2,978,855 90.0% 514,200 56.0 

(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）   
当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 事業部門の名称 

金額 前年同期比(％) 
Connectivity & Wireless solution事業 2,567,941 96.6 
Biometrics Authentication solution事業 112,424 65.6 
その他事業 111,925 75.5 

合計 2,792,290 93.8 

（注）１．金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当中間連結会計期間における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 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 相手先 

金額 割合 (％) 金額 割合(％) 
京セラミタ株式会社 814,529 27.4 464,004 16.6 

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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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18年6月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成19年6月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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  777,976 691,784  625,778

2.  受取手形 ※2 181,369 297,479  187,819

3.  売掛金  865,942 935,739  1,234,778

4.  有価証券  1,401,921 764,242  1,063,034

5. たな卸資産  577,377 516,938  515,287

6.  未収入金  402,171 142,657  409,368

7. その他  115,418 241,241  103,401

貸倒引当金  △2,700 △300  △ 300

   流動資産合計  4,319,478 61.4 3,589,781 51.4 4,139,168 59.7

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  213,697 482,679  204,835

   有形固定資産合計  490,751 7.0 759,733 10.9 481,889 7.0

 2. 無形固定資産  247,638 3.5 328,099 4.7 285,096 4.1

 3. 投資その他の資産    

  (1) 関係会社株式  1,385,263 1,564,363  1,564,363

  (2) その他  590,419 740,074  462,557

   投資その他の資産合計  1,975,683 28.1 2,304,438 33.0 2,026,921 29.2

   固定資産合計  2,714,074 38.6 3,392,270 48.6 2,793,906 40.3

   資産合計  7,033,553 100.0 6,982,052 100.0 6,933,075 100.0
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(単位：千円) 
前中間会計期間末 

 
(平成18年6月30日) 

当中間会計期間末 
 

(平成19年6月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18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  63,693 67,395  64,943

 2. 買掛金  217,198 195,974  132,477

 3. 1年以内返済予定長期借入金  96,096 176,496  181,596

 4. 1年以内償還予定社債  120,000 ─  10,000

 5. 未払金  229,136 210,306  125,532

 6. 未払法人税等  175,727 125,117  80,587

 7. その他 ※3 72,855 36,724  83,418

   流動負債合計  974,706 13.9 812,013 11.6 678,555 9.8

Ⅱ 固定負債   

1.  新株予約権付社債  1,200,000 ─  ─

2.  長期借入金  349,973 526,577  612,275

3.  退職給付引当金  252,700 280,600  264,400

4. 役員退職慰労引当金  43,900 41,890  42,810

   固定負債合計  1,846,573 26.2 849,067 12.2 919,485 13.2

   負債合計  2,821,279 40.1 1,661,080 23.8 1,598,040 23.0

(純 資 産 の 部)  

Ⅰ 株主資本   

 1. 資本金  1,483,244 21.1 2,044,759 29.3 2,037,431 29.4

 2. 資本剰余金   

 （1）資本準備金  1,535,615 2,097,130  2,089,802

   資本剰余金合計  1,535,615 21.8 2,097,130 30.0 2,089,802 30.1

 3. 利益剰余金   

 （1）利益準備金  11,590 11,590  11,590

 （2）その他利益剰余金   

       別途積立金  80,000 80,000  80,000

       繰越利益剰余金  1,079,662 1,086,359  1,126,369

   利益剰余金合計  1,171,252 16.7 1,177,949 16.9 1,217,959 17.6

   株主資本合計  4,190,112 59.6 5,319,839 76.2 5,345,194 77.1

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 1,133 0.0 △ 10,159 △0.1

   評価・換算差額等合計  22,161 0.3 1,133 0.0 △ 10,159 △0.1

   純資産合計  4,212,273 59.9 5,320,972 76.2 5,335,034 77.0

   負債及び純資産合計  7,033,553 100.0 6,982,052 100.0 6,933,075 100.0
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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18年1月１日 

至  平成18年6月30日 

当中間会計期間 

 

自  平成19年1月１日 

至  平成19年6月30日 

前事業年度の 

要約損益計算書 

自  平成18年 1月１日 

至  平成18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   2,354,843 100.0 2,396,460 100.0  4,909,660 100.0

Ⅱ 売上原価   1,238,860 52.6 1,276,682 53.3  2,623,641 53.4

   売上総利益   1,115,983 47.4 1,119,777 46.7  2,286,019 46.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   861,337 36.6 913,412 38.1  1,798,305 36.7

営業利益   254,646 10.8 206,365 8.6  487,713 9.9

Ⅳ 営業外収益 ※1  3,978 0.2 35,647 1.5  13,316 0.3

Ⅴ 営業外費用 ※2  16,403 0.7 6,851 0.3  25,625 0.5

   経常利益   242,221 10.3 235,161 9.8  475,404 9.7

Ⅵ 特別利益   ─ ─ 30,298 1.3  2,400 0.0

Ⅶ 特別損失   79 0.0 56,619 2.4  91,200 1.8

税引前中間（当期）純利益   242,142 10.3 208,840 8.7  386,603 7.9

   法人税、住民税及び事業税  167,055 116,462  196,383 

   法人税等調整額  △60,909 106,146 4.5 △27,614 88,848 3.7 7,517 203,900 4.2

   中間（当期）純利益   135,995 5.8 119,991 5.0  182,703 3.7
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③中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

                                             (単位：千円) 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

平成17年12月31日残高 1,480,372 1,532,743 11,590 80,000 1,078,770 4,183,475 9,412

中間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  135,995 135,995

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
  12,748

中間会計期間中の変動額合計 2,872 2,872 ─ ─ 891 6,636 12,748

平成18年６月30日残高 1,483,244 1,535,615 11,590 80,000 1,079,662 4,190,112 22,161

 

当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

                                             (単位：千円) 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

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

中間会計期間中の変動額   

 新株の発行 7,327 7,327  14,655

 剰余金の配当  △160,001 △160,001

 中間純利益  119,991 119,991

株主資本以外の項目の中間 

会計期間中の変動額(純額) 
  11,292

中間会計期間中の変動額合計 7,327 7,327 ─ ─ △40,009 △25,354 11,292

平成19年６月30日残高 2,044,759 2,097,130 11,590 80,000 1,086,359 5,319,839 1,133

 

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

                                             (単位：千円) 

株主資本 
評価・換算 

差額等 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金 

別途積立金 
繰越利益 

剰余金 

株主資本 

合計 

その他 

有価証券 

評価差額金 

平成17年12月31日残高 1,480,372 1,532,743 11,590 80,000 1,078,770 4,183,475 9,412

事業年度中の変動額   

 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  182,703 182,703

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額) 
  △19,571

事業年度中の変動額合計 557,059 557,059 ─ ─ 47,599 1,161,718 △19,571

平成18年12月31日残高 2,037,431 2,089,802 11,590 80,000 1,126,369 5,345,194 △10,159
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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18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前事業年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18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 

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) 有価証券 

1) 子会社株式 

同左 

 

2) その他有価証券 

① 時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

② 時価のないもの 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 有形固定資産 

① 平成19年３月31日以前

に取得したもの 

旧定率法によっておりま

す。（ただし、平成10年４

月１日以降取得の建物

（建物附属設備を除く）に

ついては、旧定額法を採

用しております。） 

② 平成19年４月１日以降

に取得したもの 

定率法によっておりま

す。（ただし、建物（建物

附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用して

おります。） 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正（（所得税法

等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第

６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令 平

成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年４月

１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法

(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 
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項目 

前中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前事業年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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。 

に基づく方法に変更してお

ります。 

 これに伴う影響は軽微であ

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 

  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。 

 

(3) 長期前払費用 

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。 

（2）株式交付費 

――― 

 

（3）社債発行費 

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 

――― 

 

（2）株式交付費 

支出時に、全額費用として

処理しております。 

（3）社債発行費 

同左 

 

（1）新株発行費 

――― 

 

（2）株式交付費 

同左 

 

（3）社債発行費 

同左 

 

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。 

なお、当社は、平成17年１

月20日開催の報酬委員会

(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。 

なお、当社は、平成17年１

月20日開催の報酬委員会
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項目 

前中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前事業年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日 

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。 

 

において、役員退職慰労金

制度を平成16年12月期定

時株主総会終結の時をも

って廃止することを決議

しております。廃止時にお

ける引当額は対象となる

役員の退職まで据え置き、

平成17年４月以降の新た

な引当は行っておりませ

ん。 

５.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 

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 

（1）消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会

計処理は、税抜方式によって

おります。 

 

(2) 収益及び費用の計上基準 

  原則として出荷基準によっ

ておりますが、個別受注物件

の販売については検収基準

を採用しております。 

 

（1）消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

(2) 収益及び費用の計上基準 

同左 

 

（1）消費税等の会計処理 

同左 

 

 

 

(2) 収益及び費用の計上基準 

同左 

 

 

会計方針の変更 
 

前中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前事業年度 
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) 

当中間会計期間から「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

――― (固定資産の減損に係る会計基準) 

当事業年度から「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) 

 当事業年度から「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
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前中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前事業年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日 

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。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相

当する金額は4,212,273千円であります。 

 中間財務諸表等規則の改正により、当

中間会計期間における中間財務諸表は、

改正後の中間財務諸表等規則により作成

しております。 

 

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5,335,034千円であります。 

 なお、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純資産

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。 

 

 

表示方法の変更 
 

前中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

（中間貸借対照表関係） 

 前中間会計期間において投資その他の資産の「その他」に含

めて表示していた「関係会社株式」は、資産の総額の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「関係会社株式」の金額は

224,863千円であります。 

――― 

 

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 
（平成18年６月30日） 

当中間会計期間末 
（平成19年６月30日） 

前事業年度末 
（平成18年12月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

        497,082千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

          549,663千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

          535,433千円 

※２         ――― 

 

※２ 中間期末日満期手形 

中間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、当中間期

末日が金融機関の休日であったた

め、次の中間期末日満期手形が中間

期末残高に含まれております。 

       受取手形       53,130千円 

 

※２ 期末日満期手形 

期末日満期手形の会計処理につい

ては、手形交換日をもって決済処理

しております。なお、当期末日が金

融機関の休日であったため、次の期

末日満期手形が期末残高に含まれ

ております。 

       受取手形        41,671千円 

 

※３ 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。 

※３  消費税等の取扱い 

同左 

※３        ――― 
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前事業年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年12月31日 

※１  営業外収益の主要項目 

受取利息           96千円 

有価証券利息         119千円 

役員保険解約益     2,646千円 

 

※１  営業外収益の主要項目 

受取利息          915千円 

有価証券利息       1,510千円 

保険解約益     21,426千円 

 

※１  営業外収益の主要項目 

受取利息          492千円 

有価証券利息       1,481千円 

役員保険解約益     2,646千円 

為替差益           6,610千円 

※２  営業外費用の主要項目 

支払利息           4,210千円 

社債利息             410千円 

支払保証料           465千円 

新株発行費           427千円 

社債発行費         6,544千円 

為替差損           3,761千円 

売掛債権売却損       584千円 

※２  営業外費用の主要項目 

支払利息           5,574千円 

支払保証料            52千円 

株式交付費           617千円 

売掛債権売却損       605千円 

 

※２  営業外費用の主要項目 

支払利息           8,146千円 

社債利息             410千円 

支払保証料           493千円 

株式交付費         7,569千円 

社債発行費         6,820千円 

売掛債権売却損     1,139千円 

３  減価償却実施額 

有形固定資産     36,940千円 

無形固定資産     20,100千円 

３  減価償却実施額 

有形固定資産     32,807千円 

無形固定資産     49,013千円 

３  減価償却実施額 

有形固定資産      80,174千円 

無形固定資産      52,273千円 

 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間及び当中間会計期間並びに前事業年度のいずれにおいても該当事項はありません。 
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 (リース取引関係) 
 

前中間会計期間 
自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前事業年度 
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、減損損失累計額

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、減損損失累計額

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、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)

中間期末
残高 
相当額 
(千円) 

車両運搬具 7,620 4,953 2,667 

工具器具 
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)

中間期末
残高 
相当額
(千円)

車両運搬具 7,620 6,477 1,143

工具器具 
備品 

12,672 8,357 4,314

合計 20,292 14,834 5,457

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高
相当額
(千円)

車両運搬具 7,620 5,715 1,905

工具器具 
備品 

12,672 7,237 5,434

合計 20,292 12,952 7,339

 
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等 

 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) 未経過ﾘｰｽ料中間期末残高相当額等 

 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内 3,677千円

１年超 1,779千円

 合計 5,457千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 3,961千円

１年超 3,378千円

 合計 7,339千円
 

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、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減

損損失 

支払リース料 2,029千円 

減価償却費相当額 2,029千円 
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定

の取崩額、減価償却費相当額及び減

損損失 

支払リース料 2,029千円

減価償却費相当額 2,029千円
 

(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。 

（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。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

（減損損失について） 

同左 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

（減損損失について） 

同左 

 
 
 

(有価証券関係) 

前中間会計期間及び当中間会計期間並びに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。 

 

(企業結合等関係) 

該当事項はありません。 



サイレックス・テクノロジー株式会社（証券コード6679） 

平成19年12月期中間決算短信 

 

  -45- 

 

 

(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。 

 

 (重要な後発事象) 

 
前中間会計期間 

自 平成18年１月１日 
至 平成18年６月30日 

当中間会計期間 
自 平成19年１月１日 
至 平成19年６月30日 

前事業年度 
自 平成18年１月１日 
至 平成18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１日から 
平成18年８月31日まで 

(2) 転換行使額面総額 
   800,000千円 

(3) 資本金の増加額 
   399,789千円 

(4) 資本準備金の増加額 
399,789千円 

(5) 増加した株式の種類及び株数 
   普通株式 4,465株 

上記には、平成18年９月１日から平成
18年９月29日までの権利行使は含まれ
ておりません。 

 
（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。 

 

――― 

 

――― 

 

 
 

   (2) その他 

該当事項はありません。 
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