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1.  22年12月期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 3,616 12.4 △218 ― △274 ― △320 ―

21年12月期 3,218 △38.1 △731 ― △765 ― △1,202 ―

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 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 △9,451.77 ― △16.6 △6.1 △6.0

21年12月期 △34,417.26 ― △42.3 △13.3 △22.7

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  ―百万円 21年12月期  ―百万円

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

22年12月期 4,080 1,715 42.0 50,661.78
21年12月期 4,877 2,138 43.8 62,856.73

（参考） 自己資本   22年12月期  1,715百万円 21年12月期  2,138百万円

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

22年12月期 △242 △76 △396 1,106
21年12月期 88 △254 △255 1,860

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 34 ― 1.2
22年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年12月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23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）

 

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

1,850 12.6 0 ― △20 ― △22 ― △649.66

通期 4,050 12.0 80 ― 45 ― 40 ― 1,181.20
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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) 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（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） 

（注）詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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） 22年12月期 41,776株 21年12月期 41,776株

② 期末自己株式数 22年12月期  7,912株 21年12月期  7,753株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 3,216 20.0 △326 ― △337 ― △412 ―

21年12月期 2,678 △41.4 △563 ― △589 ― △1,929 ―

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
円 銭 円 銭

22年12月期 △12,188.92 ―

21年12月期 △55,234.30 ―

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

22年12月期 4,207 1,823 43.3 53,844.49
21年12月期 4,967 2,276 45.8 66,899.79

（参考） 自己資本 22年12月期  1,823百万円 21年12月期  2,276百万円

※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４項を参照してください。 
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① 当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、景気の底打ちが確認され、ようやく持ち直しの動きが出てき

たものの、その反転力は弱く盛り上がりに欠けています。当社が属する電機・IT業界においては、新興

国への輸出が活発と言われる半面、円高が輸出環境に悪影響を与えており、国内企業では設備投資や開

発予算を抑制する傾向が続いています。 

このような経済環境の中、当社の連結売上高は４期ぶりに増収に転じ、前年同期比12.4％増加の36億

16百万円となりました。 

ネットワーク関連事業（旧Connectivity & Wireless Solution事業）につきましては、市場が成熟し

ているプリントサーバ製品群の売上が引続き減少(11億82百万円、前年同期比24.9％減少)する一方、プ

リントサーバ製品群以外の戦略的新分野では16億61百万円（前年同期比59.2％増加）と大幅に売上を伸

ばし、同事業全体の売上高は前年同期比5.6％増加の28億７百万円となりました。 

プリントサーバ製品群以外の戦略的新分野に関しては、まず、USBデバイスサーバで国内外のブロー

ドバンドルータメーカーへの「USB Virtual Link」ソフトウェアの組込みビジネスが活発となってきて

おり、加えて、NTTグループが展開するクラウド時代に対応した新サービスに当社製品が採用される

等、ビジネスチャンスを拡げつつあります。また、無線LANモジュールを軸にした無線製品群の売上伸

張はめざましく、前年に対し、194.4％増加しました。特にSDIOモジュール製品が米国において多くの

機器メーカーに対しデザインウィンを成功させ、今後の期待を大きなものとしました。国内でも小型・

高速を実現するPCIeに対応する新製品発売を契機として、無線LAN関連製品の開発案件の受注が増加し

ました。さらにAV（オーディオビジュアル）ネットワーク製品の分野でも当社が得意とするメーカーへ

のOEMビジネスが幾つかスタートしました。なお、当連結会計年度から「Connectivity & Wireless 

Solution事業」は「ネットワーク関連事業」と名称変更しております。 

その他事業につきましては、Design and Manufacturing Service事業の売上が増加した結果、売上高

は前年同期比44.5％増加の８億９百万円となりました。 

営業損益は、増収に転じたことと人件費をはじめとしたあらゆる経費圧縮に努めた結果、第４四半期

には８四半期ぶりに四半期決算で営業黒字に転じました。しかしながら、通期では、前年同期より損失

幅が大きく改善したものの、２億18百万円の損失（前年同期は７億31百万円の損失）となりました。営

業損失の減少に伴い、経常損益は２億74百万円の損失（前年同期は７億65百万円の損失）、当期純損益

は３億20百万円の損失（前年同期は12億２百万円の損失）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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所在地別セグメントの実績は次の通りです。 

ａ 日本 

日本国内につきましては、売上高は12.6％増加の26億25百万円、営業損失は３億26百万円（前年同期

は５億63百万円の損失）となりました。 

ｂ 北米 

北米におきましては、売上高は前年同期比12.2％増加の８億46百万円、営業利益は94百万円（前年同

期は１億51百万円の損失）となりました。 

ｃ その他の地域 

欧州地域や中国におきましては、売上高は前年同期比9.4％増加の１億43百万円、営業利益は11百万

円（前年同期は21百万円の損失）となりました。 

  

② 次期の見通し 

プリントサーバ製品は引続き減少しますが、当期に大幅に成長したUSBデバイスサーバや無線LAN関連

製品、AVネットワーク製品などの戦略的新分野を引続き牽引役として強化し、上半期には802.11n対応

の無線製品を中心に新製品を積極的に投入することにより、ネットワーク関連事業全体で10％程度の売

上成長を見込んでいます。又、その他事業もDesign and Manufacturing Service 事業での安定成長を

見込んでいます。 

利益面では、経営合理化を進め、人件費の効率的な活用と諸経費を適切にコントロールすることで、

売上成長に見合う損益の改善を進めてまいります。 

こうした施策により、平成23年12月期の業績見通しは、連結売上高が前年同期比12.0％増の40億50百

万円、連結営業利益は80百万円、連結経常利益は45百万円、連結当期純利益は40百万円を見込んでおり

ます。 

  

当連結会計年度末の総資産は、前期末に比べ７億96百万円(16.3％)減少し、40億80百万円となりまし

た。 

流動資産は前期末に比べ６億６百万円(16.7％)減少し、30億24百万円となりました。これは、売上高

増加に伴う売上債権の増加、受注高増加に伴うたな卸資産の増加、有利子負債の返済により主として現

金及び預金が２億54百万円、有価証券が４億99百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

固定資産は前期末に比べ１億90百万円(15.3％)減少し、10億56百万円となりました。これは、主とし

て減価償却費の計上に伴い有形固定資産が93百万円、ソフトウエアが92百万円それぞれ減少したことに

よるものであります。 

一方、当連結会計年度末の負債総額は、前期末に比べ３億73百万円(13.7％)減少し、23億65百万円と

なりました。 

流動負債は前期末に比べ５億18百万円(67.8％)増加し、12億83百万円となりました。これは、主とし

て１年内償還予定の社債が６億32百万円増加したことによるものであります。 

固定負債は前期末に比べ８億92百万円(45.2％)減少し、10億81百万円となりました。これは、主とし

て社債が６億32百万円、長期借入金が２億82百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

この結果、当連結会計年度末の自己資本比率は、為替換算調整勘定の影響もあり42.0％（前期末は

43.8%）となり、１株当たり純資産額は50,661円78銭（前期末は62,856円73銭）となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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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、前連結会計年度末に比べ

７億54百万円（40.5％）減少し、11億６百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果使用した資金は、２億42百万円（前年同期は88百万円の獲得）となりました。これは

主に、税金等調整前当期純損失が３億16百万円、売上高増加に伴う売上債権の増加額が１億40百万円、

受注高増加に伴うたな卸資産の増加額が71百万円というマイナス要因があったものの、減価償却費が２

億61百万円あったことにより２億42百万円の支出となったものであります。 

（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、76百万円（前年同期比69.9％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が33百万円、無形固定資産の取得による支出が41百万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、３億96百万円（前年同期比55.3％増）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４億54百万円あったことによるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※各指標とも連結ベースの財務数値により計算しています。 

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しています。 

※有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債 

 を対象としています。 

※利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。 

平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期

自己資本比率 75.3 72.5 53.1 43.8 42.0

時価ベースの自己資本比率 85.3 48.9 17.7 24.1 24.6

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

147.6 ─ 2.4 23.2 ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

0.7 ─ 40.2 2.6 ─
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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、１株当たりの利益

水準を高めるための収益力向上に努め、業績に応じた成果配分と株主配当を実施することを配当政策の

基本方針としております。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。  

この方針のもと、第38期の配当につきましては、１株当たり1,000円の普通配当を実施する予定であ

りましたが、誠に遺憾ながら当期純損失を計上したことにより、無配に修正しております。今後、収益

性の向上に努め、内部留保の充実を図り、早期の復配を目指し、安定的な経営基盤の確保に努めてまい

ります。また、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。 

当社は委員会設置会社であり、剰余金の配当等に関しては機動的に行うことを目的として、「取締役

会の決議によって、会社法第459条第１項各号に掲げる事項を定めることができる」旨を定款に定めて

おります。 

なお、毎事業年度における配当の回数については、年１回の期末配当を基本的な方針としておりま

す。また、当社の剰余金の配当の基準日は、期末配当については毎年12月31日、中間配当については６

月30日としております。加えて、上記基準日のほか取締役会の決議により、基準日を定めて剰余金の配

当をすることができる旨を定款に定めております。 

  

当社グループは前連結会計年度において営業損失７億31百万円を計上し、当連結会計年度において

も、営業損失２億18百万円となり、２期連続で営業損失を計上しております。これらの状況により、当

期末において継続企業の前提に関する重要事象等が存在しております。 

 当期連結売上高は増収に転じ、業績は回復傾向にあり、戦略的新分野を引続き牽引役とする成長戦略

を着実に進め、今後も経営合理化を進め、人件費や諸経費を効率的に活用することにより収益を改善し

てまいります。 

なお、当連結会計年度においては、第４四半期において８四半期ぶりに連結四半期決算で営業黒字に

転じ、米国・欧州・中国の子会社は大幅な収支改善を行い通期での営業黒字化を当期に達成しておりま

す。 

当社グループはこのような諸施策を実施するとともに、借入金の借り換えを予定していることから、

当該重要事象等に関する重要な不確実性はないと判断しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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当社および連結子会社(以下「当社グループ」という。)は、当社(サイレックス・テクノロジー株式会社)

および連結子会社３社により構成されております。 

当社グループの事業は、プリントサーバ、USBデバイスサーバ、無線LANモジュールに代表されるネットワ

ーク技術を応用した周辺機器等の開発を手掛けるネットワーク関連事業(旧Connectivity & Wireless 

Solution事業)とその他事業で構成されています。 

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および中国現地法人の希来凱思技術(北京)有限公司（silex technology beijing,Inc.）は、各

地域における当社製品の販売およ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。 

  

ネットワーク関連事業 

当社グループは、異なるメーカーのコンピュータやプリンター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下記製品群を開発・製造・販売しております。 

①「プリントサーバ」 外付けプリントサーバやプリンターメーカー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、また、組込み型のネットワークソフトウェアやエンジニアリングサービスを

提供しております。 

②「USBデバイスサーバ」 当社が持つ「USB Virtual Link Technology（USB仮想化技術）」を用いる

ことで、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ができます。当社のソ

フトウェアは業界でも も優れたものと評価され、有線・無線の外付けタイプの他に、日米の多くのブロ

ードバンドルータメーカーに組込み用ソフトウェアとしても採用されています。 

③「無線LAN関連製品」 ネットワークの無線化の流れに対応し、802.11系対応製品の無線モジュール

の自社開発を積極的に進めております。インテリジェントモジュール・ノンインテリジェントモジュール

製品を持ち、医療機器や産業用機器、プリンターやMFPの無線化をサポートしています。 

④「AV(オーディオビジュアル)ネットワーク製品」 近年急速に市場が立ち上がりつつある、オフィス

や店舗のデジタルサイネージに対応する有線・無線の画像配信システムや、タッチパネルディスプレイな

どの双方向性を必要とする機器のネットワーク化製品、iPodを無線でシンクロ出来る製品などを開発して

います。 

2. 企業集団の状況
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その他事業 

上記ネットワーク関連事業に含まれない事業をその他事業としております。主な事業区分としては、認

証プリント・指紋認証装置や当社技術ノウハウを基盤とした設計生産受託開発（Design & Manufacturing 

Service―DMS事業）が含まれます。 

  

 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。 

  

 

  

自社に蓄積された「エンベデッド技術」と「ネットワークを軸としたハードウェアとソフトウェアの

インテグレーション技術」を原動力として、差別化された製品の開発・生産・販売を自社で完結する能

力を強化していきます。適用分野を特定しそこに事業活動を集中させることにより中長期的に安定した

成長を志向しています。 

  

目標とする経営指標といたしましては、連結営業利益の成長率を重視するとともに、従業員一人当た

りの付加価値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. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標
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① USBデバイスサーバや「USB Virtual Link Technology」の市場拡大と優位性の確立 

近年、USBデバイスサーバのプラットフォームを利用したNon PC Boxとしての新サービスや、USBデ

バイスサーバに搭載している「USB Virtual Link」ソフトウェアのブロードバンドルータメーカーへ

の組込みビジネスが活発になってきています。中期的な成長分野として、さらにこのカテゴリの市場

拡大を図り、同市場における優位性を確立していきます。 

② 無線技術の深化と差別性の確立 

当社グループは、無線化への顧客（機器メーカー）ニーズの高まりとともに、当社無線LAN対応製

品のウェイトアップを図っていきます。当面はWi-Fi関連を軸にしながら無線関連技術の開発を進

め、安定性と接続性そして便宜性において競合他社を圧倒する差別化を進め、コアテクノロジーであ

るネットワーク基盤技術の市場対応力を高めていきます。 

③ 米国市場のビジネス強化 

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。

特にネットワーク先進市場と言われる米国の現地法人（ソルトレイクシティ、オレンジカウンティ）

においては市場に特化した製品の企画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い、グループ内売上シェアを増大させ、国内販売とのシナジー効

果を強化していっております。 

④ 顧客基盤の強化 

当社グループは、無線技術、ネットワークセキュリティ技術、高速化や通信安定性の向上などの対

応といった研究開発をさらに進め、いち早く差別化された製品をリリースし、事業を展開してまいり

ました。こうした研究開発の成果を活かし、既存のお客様に対して新しい技術や製品の提案を重ね、

顧客満足度をさらに高めます。また、デバイスサーバ、無線LANモジュール、AVネットワーク製品と

いったビジネスに関しては、市場に影響力を持つお客様を中心に市場開拓し、次の成長ステージに向

けた顧客基盤を確立していきます。 

⑤ 社内基盤確立 

中期的な成長戦略に見合う社内基盤を確立する一方でさらなる効率性向上に取組みます。当面重点

的に取組む課題としては、生産・開発・営業・品質保証といった企業活動における一連のプロセスの

スピードや質を高め、顧客要望に合致した製品やサービスを迅速に無駄なく提供提案していくことで

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
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4.【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21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 953,974 699,146

受取手形及び売掛金 ※２  1,019,502 ※２  1,138,674

有価証券 906,829 407,363

たな卸資産 ※４  570,660 ※４  616,953

未収入金 139,276 138,047

その他 45,109 28,003

貸倒引当金 △5,207 △4,153

流動資産合計 3,630,145 3,024,034

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※３  703,692 ※３  649,732

機械装置及び運搬具（純額） ※３  72,679 ※３  50,817

工具、器具及び備品（純額） ※３  79,349 ※３  59,953

リース資産（純額） 9,018 10,725

有形固定資産合計 ※１  864,738 ※１  771,228

無形固定資産   

ソフトウエア 274,924 182,151

その他 3,487 3,487

無形固定資産合計 278,411 185,639

投資その他の資産   

投資有価証券 4,297 2,502

その他 125,274 119,758

貸倒引当金 △25,102 △22,269

投資その他の資産合計 104,469 99,991

固定資産合計 1,247,619 1,056,859

資産合計 4,877,765 4,080,894
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 117,471 91,643

1年内償還予定の社債 － 632,000

1年内返済予定の長期借入金 437,943 365,471

未払法人税等 8,556 9,271

製品保証引当金 1,359 1,202

返品調整引当金 14,563 9,722

その他 184,846 174,089

流動負債合計 764,740 1,283,400

固定負債   

社債 900,000 268,000

長期借入金 704,655 422,314

繰延税金負債 342 311

退職給付引当金 321,400 342,900

役員退職慰労引当金 40,450 40,450

その他 7,602 7,907

固定負債合計 1,974,450 1,081,883

負債合計 2,739,190 2,365,284

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 2,076,539

利益剰余金 △1,429,383 △1,749,514

自己株式 △413,457 △419,237

株主資本合計 2,325,913 1,965,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 554 454

為替換算調整勘定 △187,894 △250,823

評価・換算差額等合計 △187,339 △250,368

純資産合計 2,138,574 1,715,610

負債純資産合計 4,877,765 4,080,894
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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21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,218,317 3,616,049

売上原価 ※５  2,001,933 ※５  2,413,000

売上総利益 1,216,384 1,203,048

販売費及び一般管理費 ※１, ※２  1,948,250 ※１, ※２  1,421,540

営業損失（△） △731,866 △218,492

営業外収益   

受取利息 3,032 1,576

受取配当金 37 42

有価証券売却益 5,557 －

法人税等還付加算金 2,942 －

未払配当金除斥益 － 1,095

その他 2,481 956

営業外収益合計 14,051 3,670

営業外費用   

支払利息 33,846 28,267

支払保証料 3,499 3,499

為替差損 3,322 20,591

その他 6,882 7,562

営業外費用合計 47,551 59,921

経常損失（△） △765,366 △274,743

特別利益   

投資有価証券売却益 25,565 －

補助金収入 3,688 －

その他 1,085 －

特別利益合計 30,339 －

特別損失   

固定資産除却損 ※３  126,171 －

減損損失 ※４  155,320 －

たな卸資産評価損 20,307 －

事業構造改善費用 ※６  106,960 －

和解金 － 15,421

事業整理損 － 22,080

その他 15,163 4,135

特別損失合計 423,923 41,637

税金等調整前当期純損失（△） △1,158,951 △316,381

法人税、住民税及び事業税 6,935 3,750

法人税等調整額 36,652 －

法人税等合計 43,587 3,750

当期純損失（△） △1,202,538 △320,131

サイレックス・テクノロジー㈱(6679)　平成22年12月期決算短信

-　12　-



(3)【連結株主資本等変動計算書】 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,058,191 2,058,191

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,058,191 2,058,191

資本剰余金   

前期末残高 2,110,562 2,110,562

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △34,023

当期変動額合計 － △34,023

当期末残高 2,110,562 2,076,539

利益剰余金   

前期末残高 △40,293 △1,429,383

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △132,892 －

当期変動額   

剰余金の配当 △53,658 －

当期純損失（△） △1,202,538 △320,131

当期変動額合計 △1,256,196 △320,131

当期末残高 △1,429,383 △1,749,514

自己株式   

前期末残高 △345,499 △413,457

当期変動額   

自己株式の取得 △67,957 △5,779

当期変動額合計 △67,957 △5,779

当期末残高 △413,457 △419,237

株主資本合計   

前期末残高 3,782,960 2,325,913

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △132,892 －

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △34,023

剰余金の配当 △53,658 －

当期純損失（△） △1,202,538 △320,131

自己株式の取得 △67,957 △5,779

当期変動額合計 △1,324,154 △359,934

当期末残高 2,325,913 1,965,979
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 269 554

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 285 △100

当期変動額合計 285 △100

当期末残高 554 454

為替換算調整勘定   

前期末残高 △239,385 △187,894

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51,491 △62,929

当期変動額合計 51,491 △62,929

当期末残高 △187,894 △250,823

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △239,115 △187,339

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51,776 △63,029

当期変動額合計 51,776 △63,029

当期末残高 △187,339 △250,368

純資産合計   

前期末残高 3,543,844 2,138,574

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △132,892 －

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △34,023

剰余金の配当 △53,658 －

当期純損失（△） △1,202,538 △320,131

自己株式の取得 △67,957 △5,779

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 51,776 △63,029

当期変動額合計 △1,272,377 △422,963

当期末残高 2,138,574 1,715,610
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(4)【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21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △1,158,951 △316,381

減価償却費 315,572 261,752

のれん償却額 155,320 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,676 1,725

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,100 21,500

その他の引当金の増減額（△は減少） 541 △3,408

受取利息及び受取配当金 △3,070 △1,618

支払利息 33,846 28,267

固定資産除却損 126,171 －

減損損失 155,320 －

投資有価証券売却損益（△は益） △25,565 －

和解金 － 15,421

事業整理損失 － 22,080

売上債権の増減額（△は増加） 151,820 △140,571

たな卸資産の増減額（△は増加） 425,173 △71,251

未収入金の増減額（△は増加） △14,153 1,229

仕入債務の増減額（△は減少） △55,012 △17,265

その他 △77,346 16,386

小計 52,443 △182,133

利息及び配当金の受取額 3,070 1,618

利息の支払額 △33,699 △27,969

法人税等の支払額 △33,566 △5,561

法人税等の還付額 99,946 2,932

和解金の支払額 － △31,626

営業活動によるキャッシュ・フロー 88,193 △242,740

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 △48,649 △33,673

無形固定資産の取得による支出 △271,701 △41,150

投資有価証券の売却による収入 35,334 －

差入保証金の回収による収入 30,695 －

その他 △27 △1,609

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,349 △76,433

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 300,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △432,142 △454,531

配当金の支払額 △53,615 △33,182

自己株式の取得による支出 △68,448 －

その他 △876 △8,534

財務活動によるキャッシュ・フロー △255,082 △396,248

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,251 △38,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △419,985 △754,294

現金及び現金同等物の期首残高 2,280,790 1,860,804

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,860,804 ※  1,106,509
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該当事項はありません。 

  

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【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21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22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

希来凱思技術(北京)有限公司

 すべての子会社を連結しており

ます。

(1) 連結子会社数 ３社

同左

希来凱思技術(北京)有限公司は平成22

年12月10日の取締役会で解散決議を行

い、清算手続き中であります。

(2) 主要な非連結子会社

   非連結子会社はありません。

(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

 

 

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。)

 

 

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

 移動平均法に基づく原価法

 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（収益性の低下による簿価
切下げの方法）

(会計方針の変更)
 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
均法に基づく原価法によっておりま
したが、当連結会計年度より「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
して総平均法に基づく原価法(収益
性の低下による簿価切下げの方法)
に変更しております。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14,813千
円増加し、営業損失、経常損失は同
額減少しております。また、税金等
調整前当期純損失につきましては、
5,493千円増加しております。な
お、セグメント情報に与える影響
は、当該個所に記載しております。

２) たな卸資産

 ① 商品・製品・仕掛品・原材料

同左 

  

 

───
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 ② 貯蔵品  

 終仕入原価法に基づく原価

法

 ② 貯蔵品

同左

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

１) 有形固定資産（リース資産を除

く）

 ① 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

 主として定率法によっており

ます。(ただし、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。)

 また、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了し

た翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。

１) 有形固定資産（リース資産を除

く）

 ① 平成19年３月31日以前に取得し

たもの

同左

 

 

 

 ② 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

 主として改正後の法人税法に

定める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、改正後

の法人税法に定める定額法を採

用しております。)

 ただし、在外子会社について

は、主として定額法を採用して

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～50年

機 械 装 置         
及び運搬具

４年～８年

工 具、器 具       
及び備品

２年～８年

(追加情報)

 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、当連結

会計年度より、平成20年度の税制改

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

8,257千円減少し、営業損失、経常

損失および税金等調整前当期純損失

はそれぞれ8,257千円増加しており

ます。

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しておりま

す。

 ② 平成19年４月１日以降に取得し

たもの

同左 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

───
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

２) 無形固定資産（リース資産を除

く）

 ソフトウエアについては、見込

有効期間(３年以内)又は見込利用

可能期間(５年以内)に基づく定額

法を採用しております。

２) 無形固定資産（リース資産を除

く）

同左

３) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとする定額法によっ

ております。

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年12月31日以前

のものについては、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。

(会計方針の変更)

 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、当連結会計年度

より「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）を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理に変更しております。

 これに伴う、当連結会計年度の営

業損失、経常損失および税金等調整

前当期純損失に与える影響はありま

せん。なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該個所に記載しており

ます。

３) リース資産

同左 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

───

 (3) 重要な引当金の計上基

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。

１) 貸倒引当金

同左

２) 製品保証引当金

 製品販売後に発生する製品保証

費用に備えるため、過去の実績値

を基礎としてその必要額を計上し

ております。

２) 製品保証引当金

同左

３) 返品調整引当金

 製品の返品による損失に備える

ため、過去の返品実績率に基づく

返品損失見込額を計上しておりま

す。

３) 返品調整引当金

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

４) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるた

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。

４) 退職給付引当金

同左

５) 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。

５) 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16年12月期定時株主総会終結

の時以降の新たな引当は行ってお

りません。

 (4) 重要な収益及び費用

の計上基準

───
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

───

受注制作のソフトウエアに係る収益及

び費用の計上基準 

 当連結会計年度に着手したプロジェ

クトから当連結会計年度末までの進捗

部分について成果の確実性が認められ

るプロジェクトについては工事進行基

準（進捗率の見積りは原価比例法）

を、その他のプロジェクトについては

工事完成基準を適用しております。

(会計方針の変更)

 受注制作のソフトウエア（ソフトウ

エアの請負契約）に係る収益の計上基

準については、従来検収基準を適用し

ておりましたが、「工事契約に関する

会計基準」（企業会計基準第15号 平

成19年12月27日）および「工事契約に

関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日）を当連結会計年度より適用し、

当連結会計年度に着手したプロジェク

トから当連結会計年度末までの進捗部

分について成果の確実性が認められる

プロジェクトについては工事進行基準

（進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他のプロジェクトについては工事

完成基準を適用しております。 

 なお、これによる売上高、営業損

失、経常損失および税金等調整前当期

純損失に与える影響はありません。
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項目
前連結会計年度

(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 (5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

 外貨建金銭債権債務は連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社の資産および負

債は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益および費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差額

は純資産の部における為替換算調整勘

定に含めて計上しております。

同左

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

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 のれんの償却に関する事

項

 のれんは、５年間で均等償却してお

ります。

───

７ 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ておりま

す。

同左

(7)【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】

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

(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) 

 当連結会計年度より、「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、税金等調整前当期純

損失は、それぞれ88,612千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。なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

───
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

(連結貸借対照表)

 前連結会計年度において無形固定資産の「その他」に

含めて表示しておりました「ソフトウエア」（前連結会

計年度254,876千円）は、資産の総額の100分の５超とな

ったため、区分掲記することといたしました。

───

 

(連結損益計算書)

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業外費

用の「売上債権売却損」（当連結会計年度132千円）お

よび「自己株式取得費用」（同490千円）は、営業外費

用の総額の100分の10以下となったため、「その他」に

含めて表示することといたしました。

(連結損益計算書)

 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「未払配当金除斥益」（前連結

会計年度1,153千円）は、営業外収益総額の100分の10超

となったため、区分掲記することといたしました。

 前連結会計年度において特別損失の「その他」に含め

て表示しておりました「和解金」（前連結会計年度

7,737千円）は、特別損失総額の100分の10超となったた

め、区分掲記することといたしました。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活動

によるキャッシュ・フローの「製品保証引当金の増減

額」（当連結会計年度△88千円）、「返品調整引当金の

増減額」（同1,419千円）、「役員退職慰労引当金の増

減額」（同△790千円）については、重要性がなくなっ

たため、「その他の引当金の増減額」として表示するこ

とといたしました。

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました営業活動

によるキャッシュ・フローの「自己株式取得費用」（同

490千円）、「為替差損益」（同6,571千円）および「補

助金収入」（同△3,688千円）については、重要性がな

くなったため、「その他」に含めて表示することといた

しました。

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資活動

によるキャッシュ・フローの「投資有価証券の取得によ

る支出」（当連結会計年度33千円）および「補助金の受

取額」（同3,688千円）については、重要性がなくなっ

たため、「その他」に含めて表示することといたしまし

た。

(連結キャッシュ・フロー計算書)

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資活動

によるキャッシュ・フローの「差入保証金の回収による

収入」（当連結会計年度50千円）については、重要性が

なくなったため、「その他」に含めて表示することとい

たしました。

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました財務活動

によるキャッシュ・フローの「自己株式の取得による支

出」（同△5,820千円）については、重要性がなくなっ

たため、「その他」に含めて表示することといたしまし

た。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年12月31日)

当連結会計年度 
(平成22年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 740,462千円 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 856,267千円

※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 43,959千円

※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 30,610千円

※３ 当連結会計年度において、京都産業立地戦略21特

別対策事業費補助金交付要綱の適用を受けて有形

固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額

は104,744千円であり、その内訳は次のとおりで

あります。

 建物及び構築物 92,473千円

 機械装置及び運搬具 9,496千円

 工具、器具及び備品 2,773千円

 計 104,744千円

※３ 当連結会計年度において、京都産業立地戦略21特

別対策事業費補助金交付要綱の適用を受けて有形

固定資産の取得価額から控除している圧縮記帳額

は104,744千円であり、その内訳は次のとおりで

あります。

 建物及び構築物 92,473千円

 機械装置及び運搬具 9,496千円

 工具、器具及び備品 2,773千円

 計 104,744千円

 

※４ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 商品及び製品 139,372千円

 仕掛品 166,200千円

 原材料及び貯蔵品 265,088千円

 計 570,660千円
 

※４ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。

 商品及び製品 157,234千円

 仕掛品 191,440千円

 原材料及び貯蔵品 268,277千円

 計 616,953千円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22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 126,795千円

 給料手当 497,659千円

 退職給付費用 12,897千円

 研究開発費 424,943千円

※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。

 貸倒引当金繰入額 1,440千円

 役員報酬 111,270千円

 給料手当 454,947千円

 退職給付費用 11,505千円

 研究開発費 228,883千円

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 424,943千円 ※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 228,883千円

※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 11,136千円

 工具、器具及び備品 1,204千円

 販売権 4,666千円

 技術使用権 109,059千円

 ソフトウエア 104千円

 計 126,171千円

───

 

※４ 当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

米国ソルトレイクシティ ― のれん

当社グループは、減損損失の算定に当たり損益の

単位となる地域を基準にグルーピングを行ってお

ります。また、遊休資産及びのれんについては個

別に減損の検討を行っております。 

在米連結子会社が米国財務会計基準書第142号に

基づき、のれんの減損テストを行った結果、公正

価額が簿価を下回っていると判断されたため、の

れんの減損損失（155,320千円）を計上しており

ます。

───

※５ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

 売上原価 △26千円

※５ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

 売上原価 △9,455千円

※６ 事業構造改善費用は、主に米国子会社の事業再構

築に伴う関連事業在庫の評価減や人員整理に伴う

退職一時金の支払いであります。

───
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前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  

 
(注) 増加の内訳は次のとおりであります。 

  市場買付による増加           1,749株 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 
  

 (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 

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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) 41,776 ─ ─ 41,776

計 41,776 ─ ─ 41,776

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） 6,004 1,749 ─ 7,753

計 6,004 1,749 ─ 7,753

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21年２月13日 
取締役会

普通株式 53,658 1,500 平成20年12月31日 平成21年３月16日

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22年２月12日 
 取締役会

普通株式 資本剰余金 34,023 1,000 平成21年12月31日 平成22年３月12日
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当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

 
  

２ 自己株式に関する事項 

  

 
(注) 増加の内訳は次のとおりであります。 

  市場買付による増加           159 株 

  

３ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

  

 
  

 (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 

該当事項はありません。 

  

  

 
  

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) 41,776 ─ ─ 41,776

計 41,776 ─ ─ 41,776

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） 7,753 159 ─ 7,912

計 7,753 159 ─ 7,912

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22年２月12日 
取締役会

普通株式 34,023 1,000 平成21年12月31日 平成22年３月12日

(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21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

 

※ 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 953,974千円

取得日から３か月以内に償還期限 
の到来する短期投資

906,829千円

現金及び現金同等物 1,860,804千円

※ 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 699,146千円

取得日から３か月以内に償還期限 
の到来する短期投資

407,363千円

現金及び現金同等物 1,106,509千円
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前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)および当連結会計年度(自 平成22

年１月１日 至 平成22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。 

  

前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 
  

 
(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 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、「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日公表分）を適用しております。この結

果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の日本の営業費用および営業損失は、14,813千円減

少しております。 

 （リース取引に関する会計基準の適用） 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「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）を適用しております。この結果、従来

の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の日本の資産は、9,018千円増加しております。 

 （連結財務諸表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） 

  「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計年度から、「連結財務諸表における在外子会社の会計処理

に関する当面の取扱い」（実務対応報告書第18号 平成18年５月18日）を適用しております。この結果、従

来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の北米の営業費用および営業損失は、88,612千円増加して

おります。 

４ 追加情報 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、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、当連結会計年度より、平成20年度の税制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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の日本の

営業費用および営業損失は8,257千円増加しております。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(千円)

北米
(千円)

その他の
地域(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

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

2,332,348 755,081 130,887 3,218,317 ─ 3,218,317

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

346,495 60,613 23,592 430,701 (430,701) ─

計 2,678,844 815,694 154,480 3,649,019 (430,701) 3,218,317

 営業費用 3,242,210 967,328 176,275 4,385,813 (435,629) 3,950,184

 営業損失(△) △563,365 △151,633 △21,795 △736,794 4,928 △731,866

Ⅱ 資産 4,967,985 416,259 175,993 5,560,238 (682,472) 4,877,765
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当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 

  

 
(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 

  

前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 
  

 
(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、カナダ 

 (2) その他の地域 …… 北米、欧州および本邦を除く国又は地域 

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。 

当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平成22年12月31日) 
  

 
(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、カナダ 

 (2) その他の地域 …… 北米、欧州および本邦を除く国又は地域 

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。 

  

日本 
(千円)

北米
(千円)

その他の
地域(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社(千円)

連結
(千円)

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

2,625,981 846,917 143,150 3,616,049 ─ 3,616,049

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

590,269 18,677 23,003 631,950 (631,950) ─

計 3,216,251 865,594 166,153 4,248,000 (631,950) 3,616,049

 営業費用 3,542,787 770,942 154,724 4,468,453 (633,912) 3,834,541

 営業利益又は営業損失
(△)

△326,535 94,652 11,429 △220,453 1,961 △218,492

Ⅱ 資産 4,207,831 342,558 133,226 4,683,615 (602,720) 4,080,894

３ 海外売上高

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 688,819 221,317 910,137

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 3,218,317

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 21.4 6.9 28.3

 

北米 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(千円) 749,073 228,157 977,230

Ⅱ 連結売上高(千円) ─ ─ 3,616,049

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 20.7 6.3 27.0
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
  

 
  

２ １株当たり当期純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 
  

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度末
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度末
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり純資産額 62,856円73銭 １株当たり純資産額 50,661円78銭

１株当たり当期純損失 34,417円26銭 １株当たり当期純損失 9,451円77銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

前連結会計年度末
(平成21年12月31日)

当連結会計年度末
(平成22年12月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 2,138,574 1,715,610

普通株式に係る純資産額(千円) 2,138,574 1,715,610

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) 41,776 41,776

普通株式の自己株式数(株) 7,753 7,912

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)

34,023 33,864

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

１株当たり当期純損失

当期純損失(△)(千円) △1,202,538 △320,131

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △1,202,538 △320,131

普通株式の期中平均株式数(株) 34,940 33,870

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) ─ ─

普通株式増加数(株) ─ ─

(うち新株予約権(株)) 
(うち新株予約権付社債(株))

(―)
(―)

(―)
(―)

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─個)  
株主総会の特別決議日  
平成18年３月29日  
(新株予約権572個)

(新株予約権)  
株主総会の特別決議日  
平成18年３月29日  
(新株予約権565個)
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リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職

給付、ストック・オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短

信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成22年１月１日
至 平成22年12月31日)

─── 当社は、平成23年１月14日開催の取締役会の決議におい

て、会社法第236条、第238条および第240条に基づき、

当社および当社子会社の取締役、執行役および従業員に

対して発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新

株予約権を引き受ける者の募集をすることにつき決議い

たしました。内容につきましては、同日開示された「募

集新株予約権（有償ストックオプション）の発行に関す

るお知らせ」をご覧ください。

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 734,013 520,193

受取手形 146,719 160,684

売掛金 745,279 887,396

有価証券 906,829 407,363

たな卸資産 486,723 520,099

前渡金 362 362

前払費用 21,413 23,313

未収入金 139,276 138,047

その他 5,500 5,809

流動資産合計 3,186,118 2,663,269

固定資産   

有形固定資産   

建物 789,466 789,466

減価償却累計額 △124,920 △170,632

建物（純額） 664,546 618,833

構築物 66,035 66,035

減価償却累計額 △26,889 △35,136

構築物（純額） 39,145 30,898

機械及び装置 201,499 201,499

減価償却累計額 △129,173 △150,879

機械及び装置（純額） 72,326 50,620

車両運搬具 7,229 7,229

減価償却累計額 △6,876 △7,032

車両運搬具（純額） 353 196

工具、器具及び備品 473,827 498,167

減価償却累計額 △417,093 △453,985

工具、器具及び備品（純額） 56,734 44,181

リース資産 10,020 14,196

減価償却累計額 △1,002 △3,470

リース資産（純額） 9,018 10,725

有形固定資産合計 842,123 755,456

無形固定資産   

ソフトウエア 274,924 182,151

その他 3,487 3,487

無形固定資産合計 278,411 185,639

投資その他の資産   

投資有価証券 4,297 2,502

関係会社株式 565,046 507,997
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

長期前払費用 2,680 2,544

差入保証金 74,583 75,026

保険積立金 13,652 14,383

その他 1,071 1,009

投資その他の資産合計 661,332 603,465

固定資産合計 1,781,867 1,544,561

資産合計 4,967,985 4,207,831

負債の部   

流動負債   

買掛金 107,717 84,670

1年内償還予定の社債 － 632,000

1年内返済予定の長期借入金 437,327 364,968

リース債務 2,131 3,470

未払金 72,243 79,539

未払費用 25,194 9,425

未払法人税等 8,556 9,271

未払消費税等 － 4,358

前受金 441 2,955

前受収益 27,089 19,551

預り金 33,807 35,044

その他 4,031 3,776

流動負債合計 718,538 1,249,031

固定負債   

社債 900,000 268,000

長期借入金 703,521 421,891

関係会社長期借入金 － 53,950

リース債務 7,602 7,907

繰延税金負債 342 311

退職給付引当金 321,400 342,900

役員退職慰労引当金 40,450 40,450

固定負債合計 1,973,315 1,135,409

負債合計 2,691,854 2,384,441
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,058,191 2,058,191

資本剰余金   

その他資本剰余金 2,110,562 2,076,539

資本剰余金合計 2,110,562 2,076,539

利益剰余金   

利益準備金 11,590 11,590

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △1,491,310 △1,904,149

利益剰余金合計 △1,479,720 △1,892,559

自己株式 △413,457 △419,237

株主資本合計 2,275,576 1,822,935

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 554 454

評価・換算差額等合計 554 454

純資産合計 2,276,131 1,823,389

負債純資産合計 4,967,985 4,207,831
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(2)【損益計算書】 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高   

商品売上高 4,456 8,772

製品売上高 2,674,388 3,207,478

売上高合計 2,678,844 3,216,251

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 146 109

当期商品仕入高 3,500 7,635

合計 3,646 7,745

商品期末たな卸高 109 163

商品売上原価 3,536 7,582

製品売上原価   

製品期首たな卸高 96,990 69,838

当期製品製造原価 1,769,104 2,417,150

合計 1,866,094 2,486,989

製品期末たな卸高 69,838 71,087

製品売上原価 1,796,255 2,415,901

売上原価合計 1,799,792 2,423,484

売上総利益 879,052 792,767

販売費及び一般管理費   

役員報酬 99,277 95,652

給料 295,161 275,997

賞与 62,870 59,280

法定福利費 － 63,993

退職給付費用 12,897 11,505

地代家賃 71,285 61,475

減価償却費 72,347 55,753

研究開発費 424,595 232,274

支払手数料 138,311 84,623

その他 265,669 178,745

販売費及び一般管理費合計 1,442,417 1,119,302

営業損失（△） △563,365 △326,535

営業外収益   

受取利息 651 224

有価証券利息 1,114 667

受取配当金 37 41,487

有価証券売却益 5,557 －

法人税等還付加算金 2,942 －

その他 2,079 1,670

営業外収益合計 12,383 44,049
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

営業外費用   

支払利息 21,081 15,537

社債利息 12,765 12,750

支払保証料 3,499 3,499

為替差損 291 20,110

その他 623 3,028

営業外費用合計 38,261 54,927

経常損失（△） △589,243 △337,413

特別利益   

投資有価証券売却益 25,565 －

補助金収入 3,688 －

特別利益合計 29,253 －

特別損失   

固定資産除却損 125,063 －

たな卸資産評価損 20,307 －

子会社株式評価損 1,165,943 57,049

和解金 － 10,650

その他 15,163 4,135

特別損失合計 1,326,478 71,834

税引前当期純損失（△） △1,886,468 △409,248

法人税、住民税及び事業税 6,765 3,589

法人税等調整額 36,652 －

法人税等合計 43,417 3,589

当期純損失（△） △1,929,886 △412,838
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(3)【株主資本等変動計算書】 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,058,191 2,058,191

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,058,191 2,058,191

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,110,562 －

当期変動額   

資本準備金の取崩 △2,110,562 －

当期変動額合計 △2,110,562 －

当期末残高 － －

その他資本剰余金   

前期末残高 － 2,110,562

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △34,023

資本準備金の取崩 2,110,562 －

当期変動額合計 2,110,562 △34,023

当期末残高 2,110,562 2,076,539

資本剰余金合計   

前期末残高 2,110,562 2,110,562

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △34,023

資本準備金の取崩 － －

当期変動額合計 － △34,023

当期末残高 2,110,562 2,076,539

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 11,590 11,590

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,590 11,590

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 80,000 －

当期変動額   

別途積立金の取崩 △80,000 －

当期変動額合計 △80,000 －

当期末残高 － －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 412,234 △1,491,310

当期変動額   

剰余金の配当 △53,658 －

当期純損失（△） △1,929,886 △412,838

別途積立金の取崩 80,000 －

当期変動額合計 △1,903,544 △412,838

当期末残高 △1,491,310 △1,904,149

利益剰余金合計   

前期末残高 503,824 △1,479,720

当期変動額   

剰余金の配当 △53,658 －

当期純損失（△） △1,929,886 △412,838

別途積立金の取崩 － －

当期変動額合計 △1,983,544 △412,838

当期末残高 △1,479,720 △1,892,559

自己株式   

前期末残高 △345,499 △413,457

当期変動額   

自己株式の取得 △67,957 △5,779

当期変動額合計 △67,957 △5,779

当期末残高 △413,457 △419,237

株主資本合計   

前期末残高 4,327,078 2,275,576

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △34,023

剰余金の配当 △53,658 －

当期純損失（△） △1,929,886 △412,838

自己株式の取得 △67,957 △5,779

当期変動額合計 △2,051,501 △452,641

当期末残高 2,275,576 1,822,935
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 269 554

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 285 △100

当期変動額合計 285 △100

当期末残高 554 454

評価・換算差額等合計   

前期末残高 269 554

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 285 △100

当期変動額合計 285 △100

当期末残高 554 454

純資産合計   

前期末残高 4,327,347 2,276,131

当期変動額   

剰余金（その他資本剰余金）の配当 － △34,023

剰余金の配当 △53,658 －

当期純損失（△） △1,929,886 △412,838

自己株式の取得 △67,957 △5,779

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 285 △100

当期変動額合計 △2,051,216 △452,741

当期末残高 2,276,131 1,823,389
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該当事項はありません。 

  

① 新任取締役候補（平成23年３月30日付） 

中江 由次 

② 退任予定取締役（平成23年３月30日付） 

鈴木 祐二（当社執行役へ就任予定） 

③ 新任取締役候補の略歴 

中江 由次  昭和22年３月13日生まれ 

       昭和44年４月 松下電器産業株式会社(現 パナソニック株式会社)入社 

        平成14年４月 当社入社 生産部長 

        平成16年３月 当社執行役 生産本部長、品質保証、環境担当 

        平成19年３月 当社取締役 

       平成21年３月 取締役退任 当社内部監査担当（現任） 

(4)【継続企業の前提に関する注記】

6. その他

(1) 役員の異動
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