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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年12月期第３四半期の連結業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日）

 (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 ％

23年12月期第３四半期 2,544 0.2 △220 ― △242 ― △251 ―
22年12月期第３四半期 2,537 10.3 △273 ― △310 ― △324 ―

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

23年12月期第３四半期 △7,420.82 ―
22年12月期第３四半期 △9,570.22 ―

 (2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

23年12月期第３四半期 3,547 1,439 40.6 42,518 .55

22年12月期 4,080 1,715 42.0 50,661 .78

(参考) 自己資本 23年12月期第３四半期 1,439百万円  22年12月期 1,715百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年12月期 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

23年12月期 0.00 0.00 0.00

23年12月期(予想) 0.00 0.00

3. 平成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、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 4,050 12.0 80 ― 45 ― 40 ― 1,181 .20



  

 
(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注)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の有無となります。 

 
(注)「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、

金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

  

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前

提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想

のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご

覧ください。 

4. その他 （詳細は、【添付資料】P.３ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 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) 23年12月期３Ｑ 41,776株 22年12月期 41,776株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 7,912株 22年12月期 7,912株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 33,864株 22年12月期３Ｑ 33,874株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期連結累計期間(平成23年１月１日から平成23年９月30日)におけるわが国経済は、平成23

年３月11日に発生した東日本大震災による甚大な影響を受け、また、欧州の財政悪化と金融システム不

安、米国の景気減速から円高が進行し、先行き不透明な状況となっております。 

当社が属する電機・IT業界でも、今回の震災や円高進行の影響は大きく、輸出や国内需要減退に伴う

設備投資や開発投資予算の凍結・延期といった動きが顕著に表れてきております。 

このような状況の中、当社の連結売上高は前年同期比0.2％増加の25億44百万円となりました。 

ネットワーク関連事業の売上高は前年同期比1.4％減少の19億81百万円となりました。東日本大震災

の影響で主力製品の一角であるプリントサーバの基幹部品（ASIC）を一時的に調達できなくなり、生産

量・出荷量が減少しました。また、円高の進行や欧米景気減速により、輸出および海外事業の売上が減

少しました。一方で、成長分野と位置付けているUSBデバイスサーバ、無線LAN関連製品は受注が活発

で、売上の落ち込みをカバーしました。 

その他事業の売上高は、前年同期比6.6％増加の５億62百万円となりました。船舶向けの計装システ

ムなどDesign & Manufacturingのビジネスが堅調に売上を伸ばしました。 

営業損益に関しては、販売費及び一般管理費が前年同期比4.9％減少の10億34百万円となり、２億20

百万円の損失(前年同期は２億73百万円の損失)となりました。また、営業損失の減少に伴い、経常損失

は２億42百万円(前年同期は３億10百万円の損失)、四半期純損失は２億51百万円(前年同期は３億24百

万円の損失)となりました。 

  

当第３四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５億33百万円(13.1％)減少し、35

億47万円となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ４億18百万円(13.9％)減少し、26億５百万円となりました。これ

は、主として有価証券が３億99百万円減少したことによるものであります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ１億14百万円(10.9％)減少し、９億42百万円となりました。これ

は、主として有形固定資産が50百万円、ソフトウエアが59百万円それぞれ減少したことによるものであ

ります。 

一方、当第３四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２億57百万円(10.9％)減

少し、21億７百万円となりました。これは、主として短期借入金が89百万円、長期借入金(1年内返済予

定の長期借入金を含む)が２億33百万円増加する一方、社債(1年内償還予定の社債を含む)が６億32百万

円減少したことによるものであります。 

また、当第３四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べ２億75百万円(16.1％)減少

し、14億39百万円となりました。これは、主として利益剰余金が２億51百万円減少したことによるもの

であります。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末の自己資本比率は40.6％となり、１株当たり純資産額は

42,518円55銭 (前連結会計年度末は50,661円78銭)となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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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当第３四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２億70百万円減少し、８億35百万円となりました。 

当第３四半期連結累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、１億20百万円(前年同期は１億36百万円の使用)となりました。これ

は主に、税金等調整前四半期純損失が２億46百万円、たな卸資産の増加額が88百万円というマイナス要

因があったものの、減価償却費が１億74百万円、売上債権の減少額が１億79百万円、賞与引当金の増加

額が63百万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、62百万円(前年同期比0.3％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32百万円、無形固定資産の取得による支出が31百万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、３億10百万円(前年同期比5.7％増)となりました。これは主に、長

期借入れによる収入が５億50百万円、長期借入金の返済による支出が３億16百万円、社債の償還による

支出が６億32百万円あったことによるものであります。 

  

当期の業績予想につきましては、平成23年２月14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。 

  

 (簡便な会計処理) 

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出においては、実施棚卸を省略し、第２四半期連結会計

期間末の実施棚卸高を基礎として、合理的な方法により算出しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

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。 

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 

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。 
  

 (四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理) 

該当事項はありません。 

  

② キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要
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 (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) 

資産除去債務に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号

平成20年３月31日）を適用しております。 

なお、資産除去債務の負債計上および対応する除去費用の資産計上に代えて、賃借契約に関連する

敷金が原状回復費用に充てられるため回収が 終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積

り、そのうち当第３四半期連結累計期間の負担に属する金額を費用に計上する方法によっておりま

す。 

これにより、営業損失および経常損失はそれぞれ450千円増加し、税金等調整前四半期純損失は

1,600千円増加しております。 
  

 (表示方法の変更) 

四半期連結損益計算書 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用により、第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」

の科目を表示しております。 

  

当第３四半期連結累計期間において営業損失を計上したものの、当連結会計年度においては連結営

業黒字(80百万円)を見込んでいること、加えて当第３四半期連結会計期間において６億50百万円(う

ち長期借入金５億50百万円)の資金調達を行ったことから、前事業年度の有価証券報告書に記載して

おりました継続企業の前提に関する重要事象等について重要な不確実性はないと判断しております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要

サイレックス・テクノロジー(株)(6679)　平成23年12月期第３四半期決算短信

― 4 ―



3. 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３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 828,485 699,146

受取手形及び売掛金 933,941 1,138,674

有価証券 7,483 407,363

たな卸資産 700,598 616,953

未収入金 97,874 138,047

その他 40,666 28,003

貸倒引当金 △3,928 △4,153

流動資産合計 2,605,121 3,024,034

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 615,999 649,732

機械装置及び運搬具（純額） 39,389 50,817

工具、器具及び備品（純額） 57,213 59,953

リース資産（純額） 8,175 10,725

有形固定資産合計 720,778 771,228

無形固定資産   

ソフトウエア 122,264 182,151

その他 3,487 3,487

無形固定資産合計 125,752 185,639

投資その他の資産   

投資有価証券 2,190 2,502

その他 114,080 119,758

貸倒引当金 △20,744 △22,269

投資その他の資産合計 95,525 99,991

固定資産合計 942,056 1,056,859

資産合計 3,547,178 4,080,894
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 131,618 91,643

短期借入金 89,900 －

1年内償還予定の社債 132,000 632,000

1年内返済予定の長期借入金 481,060 365,471

未払法人税等 5,672 9,271

繰延税金負債 669 －

製品保証引当金 1,131 1,202

賞与引当金 63,952 －

返品調整引当金 12,120 9,722

その他 105,249 174,089

流動負債合計 1,023,374 1,283,400

固定負債   

社債 136,000 268,000

長期借入金 539,904 422,314

繰延税金負債 210 311

退職給付引当金 362,300 342,900

役員退職慰労引当金 40,450 40,450

その他 5,091 7,907

固定負債合計 1,083,955 1,081,883

負債合計 2,107,329 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 2,076,539 2,076,539

利益剰余金 △2,000,813 △1,749,514

自己株式 △419,237 △419,237

株主資本合計 1,714,680 1,965,979

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 308 454

為替換算調整勘定 △275,141 △250,823

評価・換算差額等合計 △274,832 △250,368

純資産合計 1,439,848 1,715,610

負債純資産合計 3,547,178 4,080,894
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,537,811 2,544,129

売上原価 1,723,246 1,730,949

売上総利益 814,564 813,180

販売費及び一般管理費 1,087,838 1,034,122

営業損失（△） △273,273 △220,941

営業外収益   

受取利息 1,293 804

受取配当金 20 25

未払配当金除斥益 1,095 1,257

為替差益 － 2,941

その他 1,051 1,089

営業外収益合計 3,461 6,117

営業外費用   

支払利息 21,657 18,258

支払保証料 2,617 2,228

為替差損 12,590 －

支払手数料 － 5,347

その他 4,296 2,235

営業外費用合計 41,162 28,070

経常損失（△） △310,974 △242,894

特別利益   

投資有価証券売却益 － 25

新株予約権戻入益 － 1,226

特別利益合計 － 1,252

特別損失   

固定資産除却損 － 256

投資有価証券評価損 1,701 －

和解金 8,650 －

事業整理損 － 3,759

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,150

特別損失合計 10,351 5,165

税金等調整前四半期純損失（△） △321,325 △246,807

法人税、住民税及び事業税 2,855 4,490

法人税等合計 2,855 4,490

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △251,298

四半期純損失（△） △324,181 △251,298
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 894,000 725,911

売上原価 628,221 566,760

売上総利益 265,779 159,151

販売費及び一般管理費 343,986 357,237

営業損失（△） △78,207 △198,086

営業外収益   

受取利息 373 217

受取配当金 20 25

為替差益 － 566

その他 13 57

営業外収益合計 408 867

営業外費用   

支払利息 7,121 6,796

支払保証料 882 628

為替差損 10,616 －

支払手数料 － 5,347

その他 1,157 909

営業外費用合計 19,777 13,681

経常損失（△） △97,576 △210,900

特別利益   

投資有価証券売却益 － 25

新株予約権戻入益 － 1,217

特別利益合計 － 1,242

特別損失   

固定資産除却損 － 256

特別損失合計 － 256

税金等調整前四半期純損失（△） △97,576 △209,913

法人税、住民税及び事業税 894 2,398

法人税等合計 894 2,398

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △212,311

四半期純損失（△） △98,470 △212,311
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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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30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（△） △321,325 △246,807

減価償却費 195,533 174,063

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,568 △808

賞与引当金の増減額（△は減少） 50,407 63,952

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,900 19,400

受取利息及び受取配当金 △1,314 △829

支払利息 21,657 18,258

投資有価証券評価損益（△は益） 1,701 －

新株予約権戻入益 － △1,226

和解金 8,650 －

売上債権の増減額（△は増加） 117,197 179,322

たな卸資産の増減額（△は増加） △163,747 △88,634

未収入金の増減額（△は増加） △3,926 40,172

仕入債務の増減額（△は減少） 34,643 43,644

その他 △60,929 △50,211

小計 △92,983 150,295

利息及び配当金の受取額 1,314 829

利息の支払額 △24,989 △23,404

法人税等の支払額 △5,539 △5,053

法人税等の還付額 2,932 －

和解金の支払額 △17,000 △2,000

営業活動によるキャッシュ・フロー △136,266 120,667

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 △25,895 △32,009

無形固定資産の取得による支出 △36,114 △31,856

その他 △258 1,802

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,268 △62,063

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 140,000

短期借入金の返済による支出 － △50,100

長期借入れによる収入 100,000 550,000

長期借入金の返済による支出 △353,323 △316,822

社債の償還による支出 － △632,000

配当金の支払額 △33,005 △455

自己株式の取得による支出 △5,820 －

その他 △1,821 △1,447

財務活動によるキャッシュ・フロー △293,972 △310,825

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35,269 △18,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △527,777 △270,541

現金及び現金同等物の期首残高 1,860,804 1,106,509

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,333,027 835,968
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

平成23年10月26日開催の取締役会において、種類株式発行に係る定款一部変更、全部取得条項を付す

ための定款一部変更、全部取得条項付普通株式の取得の決定および資本金の額の減少について、平成23

年11月18日開催予定の臨時株主総会（以下「本臨時株主総会」といいます。）に付議すること、全部取

得条項を付すための定款一部変更について、同日開催予定の普通株主様による種類株主総会（以下「本

種類株主総会」といいます。）に付議することを決議いたしました。 

本臨時株主総会において議案が原案どおり承認可決され、また、本種類株主総会においても議案が原

案どおり承認可決された場合には、当社普通株式は、株式会社大阪証券取引所（以下「大阪証券取引

所」といいます。）の定める株券上場廃止基準に該当しますので、当社普通株式は、平成23年11月18日

から同年12月15日までの間、整理銘柄に指定された後（ 終売買日は、平成23年12月15日となりま

す。）、平成23年12月16日をもって上場廃止になる予定です。上場廃止後は、当社普通株式を大阪証券

取引所において取引することはできません。 

資本金の額の減少の概要は次のとおりであります。 

１．資本金の額の減少の理由 

当社の欠損金約２億3000万円への充当及び当社における柔軟な機関設計を可能とするため、会社法

第447条第１項の規定に基づき、資本金の額を減少し、減少する資本金の額の全額をその他資本剰余

金に振り替えるものです。 

２．資本金の額の減少の内容 

 (1) 減少する資本金の額 

資本金の額20億5819万1650円のうち17億819万1650円を減少します。なお、減少後の資本金の額

は、３億5000万円となります。 

 (2) 資本金の額の減少の方法 

減少する資本金の17億819万1650円の全額をその他資本剰余金に振り替えることといたします。 

 (3) 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 

平成23年12月１日 

３．資本金の額の減少の日程 

 (1) 取締役会決議         平成23年10月26日 

 (2) 債権者異議申述公告      平成23年10月27日 

 (3) 臨時株主総会決議予定日    平成23年11月18日 

 (4) 債権者異議申述公告 終期日  平成23年11月27日 

 (5) 効力発生日          平成23年12月１日 

(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

4. 補足情報

(1) その他
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