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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 8,200 △13.8 △329 ― △349 ― △119 ―

21年3月期第1四半期 9,514 ― △508 ― △420 ― △367 ―

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

22年3月期第1四半期 △1.97 ―

21年3月期第1四半期 △6.06 ―

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3月期第1四半期 42,958 22,735 52.4 370.74
21年3月期 43,875 22,625 51.0 368.63

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  22,515百万円 21年3月期  22,387百万円

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  

現時点では、22年３月期配当予想額は未定であります。 

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

19,000 △12.7 100 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 43,000 △2.1 700 ― 500 ― 200 ― 3.29
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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 

 本資料における予想、見通し、計画等は、現時点における事業環境に基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の業績が異なる可能性があ
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） 22年3月期第1四半期 62,449,621株 21年3月期  62,449,621株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,717,150株 21年3月期  1,716,089株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 60,733,066株 21年3月期第1四半期 60,754,364株
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当第１四半期のわが国の経済においては、世界的な金融危機の影響を受けた急速な景気悪化も底入れ感
が出てきたとの見方が一部にはありますが、先行きには引き続き強く不透明感が残されております。 
当企業グループの主力市場である情報通信ネットワーク関連市場においては、光ネットワークの普及に

対応した新しい取組みが進んでおります。 
当企業グループは、このような事業環境の急激な変化に対応し「独創的な技術力・開発力を駆使できる

革新的企業」を目指して、「事業の拡大」と「経営体質の強化」の諸施策に継続して取組んでまいりまし
た。 
「事業の拡大」につきましては、ネットワークソリューション分野およびセキュリティソリューション

分野の主力市場において、事業の選択と集中を進める中で、次世代ネットワークなどに対応した両分野の
融合商品を早期に開発、販売するための取組みを継続して推進してまいりました。その一環として、事業
の拡大と収益力の向上を図り、早期に事業を変革することを目的に、事業中核会社のサクサ株式会社の組
織を機能別組織に再編いたしました。 
「経営体質の強化」につきましては、平成21年２月６日に公表した経営改善施策の実施により、外部流

出費用の削減、開発効率の向上など総原価の低減に努めてまいりました。また、平成21年４月１日付で、
子会社であるコビシ電機株式会社とユニオン電機株式会社を合併させ、サクサプレシジョン株式会社とい
たしました。これにより、両社の開発、製造および販売機能を一体化させ、経営基盤の強化、経営効率の
向上を図ってまいりました。 
当第１四半期の売上高は、82億円(前年同期比 13.8％減)となりました。利益面では、総原価の低減に

努めましたが、経常損失が３億４千９百万円(前年同期経常損失４億２千万円)、四半期純損失は１億１千
９百万円（前年同期純損失３億６千７百万円)となりました。 

  

分野別の営業の概況は、次のとおりです。 
  
① ネットワークソリューション分野 

ネットワークソリューション分野の売上高は、42億７千７百万円（前年同期比 0.6％減）と、ほ
ぼ前年同期並みとなりました。 

② セキュリティソリューション分野 
セキュリティソリューション分野の売上高は、39億２千３百万円（前年同期比 24.7％減）とな

りました。これはＩＣカードリーダライタの減少および加工受託している部品などが減少したこと
によるものです。 

  

当第１四半期末の純資産は、前連結会計年度末に比べ１億１千万円増加し227億３千５百万円となり、
総資産は、９億１千６百万円減少し429億５千８百万円となりました。その結果、自己資本比率は52.4％
となり、1.4ポイント改善いたしました。 
増減の主なものは、以下のとおりです。 
資産では、現金及び預金が４億５千８百万円、仕掛品が４億８千万円とそれぞれ増加いたしましたが、

受取手形及び売掛金は回収が進んだことにより20億１千８百万円減少いたしました。 
負債では、支払手形及び買掛金が４億４千３百万円、未払費用が４億１千５百万円とそれぞれ減少いた

しました。 
純資産では、利益剰余金が１億１千９百万円減少いたしましたが、評価・換算差額等が２億４千８百万

円増加いたしました。 
  

売上高および利益については、概ね当初の予想どおりに推移しておりますので、平成21年５月15日に公
表いたしました連結業績予想に変更はありません。 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

【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

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

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。 
  

会計方針の変更 

工事契約に関する会計基準等の適用 

受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりま
したが、当第１四半期連結会計期間から「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）を適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から当第１四半期連結会計期
間末までの進捗部分について、成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、その他の
工事については工事完成基準を適用しております。 
なお、この変更による当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 

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

(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
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,655 5,196

受取手形及び売掛金 7,669 9,688

商品及び製品 2,557 2,374

仕掛品 1,004 523

原材料及び貯蔵品 2,695 2,860

繰延税金資産 1,321 1,192

その他 948 852

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 21,851 22,685

固定資産   

有形固定資産   

土地 9,086 9,086

その他（純額） 3,326 3,459

有形固定資産合計 12,413 12,546

無形固定資産   

ソフトウエア 4,474 4,703

のれん 559 576

その他 232 244

無形固定資産合計 5,265 5,524

投資その他の資産 3,405 3,088

固定資産合計 21,083 21,159

繰延資産 24 30

資産合計 42,958 43,875
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,482 4,925

短期借入金 3,599 3,428

1年内償還予定の社債 2,065 2,090

未払金 428 832

未払費用 765 1,180

未払法人税等 27 69

未払消費税等 143 221

製品保証引当金 255 255

その他 753 455

流動負債合計 12,521 13,461

固定負債   

社債 469 469

長期借入金 459 635

繰延税金負債 1,458 1,469

退職給付引当金 3,136 2,944

役員退職慰労引当金 52 89

負ののれん 1,294 1,362

その他 831 818

固定負債合計 7,702 7,788

負債合計 20,223 21,250

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,836 10,836

資本剰余金 6,331 6,331

利益剰余金 6,490 6,610

自己株式 △1,088 △1,088

株主資本合計 22,570 22,690

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △61 △310

為替換算調整勘定 7 7

評価・換算差額等合計 △54 △302

少数株主持分 219 237

純資産合計 22,735 22,625

負債純資産合計 42,958 43,875
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 9,514 8,200

売上原価 7,084 5,751

売上総利益 2,430 2,448

販売費及び一般管理費 2,939 2,778

営業損失（△） △508 △329

営業外収益   

受取利息 1 0

受取配当金 30 32

負ののれん償却額 68 68

為替差益 90 －

その他 30 21

営業外収益合計 220 122

営業外費用   

支払利息 35 23

持分法による投資損失 6 －

退職給付会計基準変更時差異の処理額 75 75

為替差損 － 28

その他 15 15

営業外費用合計 132 142

経常損失（△） △420 △349

特別利益   

固定資産売却益 0 －

投資有価証券売却益 3 －

貸倒引当金戻入額 － 14

特別利益合計 3 14

特別損失   

固定資産除却損 0 1

たな卸資産評価損 213 －

その他 － 0

特別損失合計 213 1

税金等調整前四半期純損失（△） △630 △336

法人税、住民税及び事業税 10 5

法人税等調整額 △271 △203

法人税等合計 △261 △198

少数株主損失（△） △1 △18

四半期純損失（△） △367 △119
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該当事項はありません。 

  

該当事項がないため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) セグメント情報

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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