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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 871 ― △122 ― △114 ― △149 ―

20年12月期第1四半期 1,137 △15.8 △202 ― △247 ― △164 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 △4,196.42 ―

20年12月期第1四半期 △3,946.83 ―

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

21年12月期第1四半期 6,434 3,285 51.1 92,445.13
20年12月期 6,673 3,543 53.1 99,067.56

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  3,285百万円 20年12月期  3,543百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― ― ― 1,500.00 1,500.00

21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

― ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,290 △12.3 △64 ― △76 ― △76 ― △2,130.16

通期 4,850 △6.7 51 △57.9 21 ― 21 ― 587.05
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１.上記の予想は、現在入手可能な情報による判断および仮定に基づき作成したものであります。実際の業績は、その情報の不確実性のほか、今後の経
済情勢、市場動向、株価・為替動向等の状況変化により予想数値と異なる可能性があります。 
２.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 41,776株 20年12月期  41,776株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  6,235株 20年12月期  6,004株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 35,698株 20年12月期第1四半期 41,776株
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当第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日～平成21年３月31日）におけるわが国経済は、世界経済

の深刻な景気悪化の影響により、輸出関連企業の業績が急速に失速しました。とりわけ当社が属する電

機・IT業界においては設備投資の縮小ならびに内外需要の減少に伴う在庫調整圧力を背景に、生産量が大

幅に落ち込みました。 

このような厳しい経済環境の中、当社の連結売上高は前年同期比23.4％減少の８億71百万円となりまし

た。 

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

に取組み、MVDS、無線LANモジュール、認証プリントなどで売上を増加させましたが、コモディティ化が

進んでいるプリントサーバ製品群の売上減少や北米OEM先へのUSBデバイスサーバの大幅な出荷減少を補い

きれませんでした。この結果、同事業の売上高は７億44百万円となりました。 

その他事業の売上高は１億27百万円となりました。 

営業損益に関しては、１億22百万円の損失（前年同期は２億２百万円の損失）となりました。連結売上

高が減収となる一方で前年よりも損失額が減少したのは、収益性の高いビジネスが当期間に集中し、売上

総利益率が前年同期と比較して12.0ポイント改善したこと、経費削減に取組んだ結果、販売費及び一般管

理費が前年同期比11.5％減少の５億38百万円となったことなどによるものです。 

営業損失の減少に伴い、経常損益、四半期純損益はそれぞれ損失額が減少いたしました。経常損益に関

しては、１億14百万円の損失（前年同期は２億47百万円の損失）となりました。また、四半期純損益に関

しては、１億49百万円の損失（前年同期は１億64百万円の損失）となりました。 

※当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）および「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。従いまし

て、当第１四半期連結会計期間の連結損益計算書と前年同四半期連結会計期間の連結損益計算書とで

は、作成基準が異なるため、前年同期比増減率および前年同期の金額は参考として記載しておりま

す。 

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億39百万円(3.6％)減少し、64億

34百万円となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ61百万円(1.3％)減少の46億74百万円(総資産比72.6％)となりまし

た。これは、主として当社の資金調達により現金及び預金が４億36百万円増加した一方で、受取手形及び

売掛金が２億57百万円、有価証券が２億99百万円それぞれ減少したことによるものです。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ１億77百万円(9.1％)減少の17億60百万円(総資産比27.4％)となり

ました。これは、主として「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用に伴い、米国子会社の「のれん」が１億17百万円減少したことによるものです。 

一方、当第１四半期連結会計期間末の負債総額は、前連結会計年度末に比べ19百万円(0.6％)増加し、

31億48百万円(総資産比48.9％)となりました。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産等の状況
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流動負債は前連結会計年度末に比べ１億７百万円(10.8％)減少の８億84百万円(総資産比13.7％)となり

ました。これは、主として「その他」に含まれる未払金が１億43百万円減少したことによるものです。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ１億26百万円(5.9％)増加の22億64百万円(総資産比35.2％)となり

ました。これは、主として当社において運転資金増加に対応するため３億円の長期借入れを行ったことに

よるものです。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末の自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ2.0ポイント減少

の51.1％となり、１株当たり純資産は92,445円13銭(前連結会計年度末は99,067円56銭)となりました。 

  

当第１四半期連結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１億36百万円増加し、24億17百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

営業活動の結果獲得した資金は、１億71百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失

が１億45百万円、減価償却費が１億18百万円、売上債権の減少額が２億65百万円あったことによるもので

す。 

投資活動の結果使用した資金は、１億74百万円となりました。これは主に、無形固定資産の取得による

支出が１億69百万円あったことによるものです。 

財務活動の結果獲得した資金は、１億35百万円となりました。これは主に、長期借入による収入が３億

円、長期借入金の返済による支出が１億13百万円、配当金の支払額が42百万円あったことによるもので

す。 

  

当期の業績予想につきましては、平成21年２月13日発表の数値に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出においては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の

実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しています。 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

(2) 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）

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (簡便な会計処理)

① 棚卸資産の評価

② 固定資産の減価償却費の算定方法
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繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

通常の販売目的で保有するたな卸資産について、従来、主として総平均法による原価法によってお

りましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第

９号平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法(収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法)により算定しております。また、本会計基準を期首在庫の評価から適用した

とみなし、期首在庫に含まれる変更差額を「たな卸資産評価損」として特別損失に20,307千円計上し

ております。 

これにより、売上総利益は2,147千円減少し、営業損失、経常損失は同額増加しております。ま

た、税金等調整前四半期純損失につきましては、22,454千円増加しております。 

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面

の取扱い」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っており

ます。 

これにより、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失は、それぞれ22,179千円増加し

ております。また、期首利益剰余金につきましては、132,892千円減少しております。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 平成19年３月30日

改正)および「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号 平成19年３

月30日改正)を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。 

ただし、当第１四半期連結会計期間において新たな所有権移転外ファイナンス・リース取引が発生

しなかったため、損益に与える影響はありません。 

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。 

  

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

  (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理)

(3) 四半期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

① 四半期財務諸表に関する会計基準

② 重要な資産の評価基準および評価方法の変更

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

④ リース取引に関する会計基準の適用
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有形固定資産の耐用年数の変更 

当社は従来、機械装置の耐用年数を11年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、平

成20年度の法人税法の改正に伴い耐用年数を見直した結果、耐用年数を８年に変更しております。 

この変更により、売上総利益は2,064千円減少し、営業損失、経常損失および税金等調整前四半期

純損失は、それぞれ2,064千円増加しております。 

  

(4) 追加情報
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５．【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,510,891 1,074,852

受取手形及び売掛金 912,935 1,170,450

有価証券 906,258 1,205,937

たな卸資産 1,027,402 987,042

未収入金 233,500 215,348

繰延税金資産 36,652 36,652

その他 51,419 49,265

貸倒引当金 △4,803 △3,453

流動資産合計 4,674,256 4,736,096

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 751,500 763,748

機械装置及び運搬具（純額） 95,144 102,882

工具、器具及び備品（純額） 101,747 105,798

有形固定資産合計 948,392 972,428

無形固定資産   

のれん 285,103 403,075

その他 408,142 412,105

無形固定資産合計 693,245 815,181

投資その他の資産   

投資有価証券 11,961 13,589

その他 127,153 157,441

貸倒引当金 △20,649 △21,340

投資その他の資産合計 118,465 149,691

固定資産合計 1,760,103 1,937,301

資産合計 6,434,359 6,673,397
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 151,011 190,224

1年内返済予定の長期借入金 442,146 382,101

未払法人税等 12,952 32,120

製品保証引当金 1,542 1,429

賞与引当金 50,622 －

返品調整引当金 14,043 13,014

その他 212,180 373,246

流動負債合計 884,500 992,137

固定負債   

社債 900,000 900,000

長期借入金 1,018,607 892,575

繰延税金負債 － 184

退職給付引当金 305,100 303,300

役員退職慰労引当金 40,450 41,240

その他 109 116

固定負債合計 2,264,267 2,137,415

負債合計 3,148,767 3,129,553

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,058,191 2,058,191

資本剰余金 2,110,562 2,110,562

利益剰余金 △376,648 △40,293

自己株式 △352,722 △345,499

株主資本合計 3,439,383 3,782,960

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,174 269

為替換算調整勘定 △152,616 △239,385

評価・換算差額等合計 △153,790 △239,115

純資産合計 3,285,592 3,543,844

負債純資産合計 6,434,359 6,673,397
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 871,641

売上原価 455,924

売上総利益 415,717

販売費及び一般管理費 538,566

営業損失（△） △122,848

営業外収益  

受取利息 1,652

為替差益 15,184

その他 2,817

営業外収益合計 19,654

営業外費用  

支払利息 8,502

支払保証料 863

売上債権売却損 22

その他 1,466

営業外費用合計 10,855

経常損失（△） △114,049

特別利益  

補助金収入 3,688

特別利益合計 3,688

特別損失  

固定資産除却損 11,158

事業構造改善費用 3,926

たな卸資産評価損 20,307

特別損失合計 35,392

税金等調整前四半期純損失（△） △145,754

法人税、住民税及び事業税 4,049

法人税等合計 4,049

四半期純損失（△） △149,803
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △145,754

減価償却費 118,639

貸倒引当金の増減額（△は減少） 173

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,622

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △790

受取利息及び受取配当金 △1,652

支払利息 8,502

固定資産除却損 11,158

為替差損益（△は益） 6,571

補助金収入 △3,688

売上債権の増減額（△は増加） 265,770

たな卸資産の増減額（△は増加） △15,507

未収入金の増減額（△は増加） 22,252

仕入債務の増減額（△は減少） △43,496

その他 △66,472

小計 208,130

利息及び配当金の受取額 1,652

利息の支払額 △12,471

法人税等の支払額 △26,204

営業活動によるキャッシュ・フロー 171,106

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △9,711

無形固定資産の取得による支出 △169,705

補助金の受取額 3,688

差入保証金の回収による収入 1,122

その他 470

投資活動によるキャッシュ・フロー △174,137

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △113,947

配当金の支払額 △42,915

自己株式の取得による支出 △7,222

財務活動によるキャッシュ・フロー 135,914

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,475

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,358

現金及び現金同等物の期首残高 2,280,790

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,417,149
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第１四半期連結会計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日) 

    該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取

扱い」(実務対応報告第18号 平成18年５月17日)を適用した結果、期首利益剰余金が132,892千円減少し

ております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

サイレックス・テクノロジー(株)(6679)　平成21年12月期第１四半期決算短信

－　11　－



 (要約)前四半期連結損益計算書 

 
  

 (要約)前四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
  

「参考資料」

科目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年３月31日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,137,444

Ⅱ 売上原価 731,492

  売上総利益 405,951

Ⅲ 販売費及び一般管理費 608,696

  営業損失(△) △202,744

Ⅳ 営業外収益 6,956

Ⅴ 営業外費用 51,351

  経常損失(△) △247,139

Ⅵ 特別利益 106,611

Ⅶ 特別損失 104,744

  税金等調整前四半期純損失(△) △245,272

  税金費用 △ 80,389

  四半期純損失(△) △164,882

前第１四半期連結累計期間

(自 平成20年１月１日
至 平成20年３月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期純損失(△) △245,272

   減価償却費 91,394

   売上債権の減少額 300,596

   たな卸資産の減少額 35,050

   未収入金の増加額 △40,226

   仕入債務の増加額 30,708

   法人税等の支払額 △84,311

   その他 79,853

   営業活動によるキャッシュ・フロー 167,793

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △58,965

   無形固定資産の取得による支出 △36,729

   補助金の受取額 106,611

   その他 100,431

   投資活動によるキャッシュ・フロー 111,348

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入による収入 500,000

   長期借入金の返済による支出 △77,164

   配当金の支払額 △130,938

   財務活動によるキャッシュ・フロー 291,897

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,353

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 551,685

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 651,926

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,203,611

サイレックス・テクノロジー(株)(6679)　平成21年12月期第１四半期決算短信

－　12　－




