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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 19,980 8.7 △647 ― △694 ― △396 ―

25年3月期第2四半期 18,387 4.1 277 34.2 230 60.7 121 89.6

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 △112百万円 （―％） 25年3月期第2四半期 △1百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 △6.74 ―

25年3月期第2四半期 2.11 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 41,965 23,092 54.7
25年3月期 43,541 23,381 53.4

（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  22,947百万円 25年3月期  23,232百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

25年3月期 ― ― ― 3.00 3.00

26年3月期 ― ―

26年3月期（予想） ― 3.00 3.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日） 
 

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 45,000 △8.2 △750 ― △750 ― △650 ― △11.06



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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。 

※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。
業績予想の前提となる条件およ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）２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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期2Q 62,449,621 株 25年3月期 62,449,621 株

② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,660,512 株 25年3月期 3,658,856 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 58,790,141 株 25年3月期2Q 57,663,327 株
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当第２四半期連結累計期間のわが国の経済においては、政府の経済政策を背景とした景気の緩やかな
回復は見られましたが、為替や株式市場の動向、中国などの新興国経済の減速、米国および欧州財政不
安など先行きが不透明な中で推移いたしました。 
このような経済環境の中で、当企業グループは、業績を早期に回復するための経営改善施策として、

「事業の選択と集中」「事業の成長戦略」および「総原価の低減」の実施を公表し、取り組みを開始い
たしました。 
事業の成長戦略の一環として、オフィス市場向けに、安心かつ効率的な業務をサポートするアプリケ

ーションサーバ「ＳＢ２０００」を発売いたしました。 
また、コアコンピタンスを活かし、音声と情報通信を融合させた通信ネットワーク関連システムとし

て、キーテレホンシステム「ＰＬＡＴＩＡ Ｓｔｄ」「ＰＬＡＴＩＡ Ｐｒｏ」および「ＰＬＡＴＩＡ
Ｕｌｔ」をシリーズで発売し、様々なオフィス規模に適したユニファイドコミュニケーションを実現し
てまいります。 
これらの商品と様々なデータを活用し、オフィス市場と社会インフラ市場の課題をスピーディに解決

するシステムインテグレーションやサービスを提供いたします。 
さらに、総原価の低減として、従来からの取り組みに加えて、中核事業会社であるサクサ株式会社に

おいて組織変更および開発の効率化を進め、事業推進体制の強化とスピードアップを図ってまいりま
す。 
当第２四半期連結累計期間の売上高は、加工受託の受注増加等により199億８千万円(前年同期比 

8.7％増)となりました。 
利益面では、総原価の低減に努めてまいりましたが、新商品開発費用の増加や円安基調による材料費

の高騰により経常損失が６億９千４百万円(前年同期経常利益２億３千万円)、四半期純損失が３億９千
６百万円(前年同期純利益１億２千１百万円)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、88億２千５百万円(前年同期比 2.2％増)とな

りました。これは、キーテレホンシステムの新商品の受注が増加したことによるものです。 
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、111億５千５百万円(前年同期比 14.4％増)と
なりました。これは、加工受託している部品が増加したことによるものです。 

  

当第２四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２億８千９百万円減少し230億９
千２百万円となり、総資産は15億７千６百万円減少し419億６千５百万円となりました。その結果、自
己資本比率は54.7％となりました。 
増減の主なものは、以下のとおりです。 
流動資産では、たな卸資産が７億４千８百万円増加いたしましたが、売上債権が回収により21億３千

６百万円減少いたしました。 
固定資産では、無形固定資産が償却などにより１億１千５百万円減少いたしましたが、投資その他の

資産が投資有価証券の時価評価などにより１億８千９百万円増加いたしました。 
負債では、仕入債務が８億８千４百万円、未払金が１億７千２百万円それぞれ減少いたしました。 

  

現時点における連結業績予想につきましては、平成25年９月19日公表の連結業績予想に変更はありま
せん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 
なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第１四半期連結会計期間において、サクサアド

バンストサポート株式会社とサクサビジネスシステム株式会社は、サクサアドバンストサポート株式会
社を存続会社として合併し、商号をサクサビジネスシステム株式会社に変更しております。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,181 5,929

受取手形及び売掛金 9,960 7,825

商品及び製品 2,629 2,663

仕掛品 522 1,143

原材料及び貯蔵品 2,634 2,728

繰延税金資産 1,252 1,483

その他 519 335

貸倒引当金 △21 △9

流動資産合計 23,679 22,100

固定資産

有形固定資産

土地 8,624 8,624

その他（純額） 2,360 2,288

有形固定資産合計 10,985 10,912

無形固定資産

ソフトウエア 4,795 4,686

のれん 146 130

その他 41 50

無形固定資産合計 4,983 4,868

投資その他の資産

その他 4,212 4,401

貸倒引当金 △350 △350

投資その他の資産合計 3,862 4,051

固定資産合計 19,831 19,832

繰延資産 31 32

資産合計 43,541 41,965
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,964 5,080

短期借入金 2,405 2,464

1年内償還予定の社債 420 480

未払金 730 557

未払費用 1,314 1,277

未払法人税等 296 88

未払消費税等 247 121

製品保証引当金 171 230

役員賞与引当金 34 －

その他 345 425

流動負債合計 11,929 10,726

固定負債

社債 1,130 1,160

長期借入金 2,086 2,148

繰延税金負債 716 710

退職給付引当金 3,388 3,374

役員退職慰労引当金 47 31

負ののれん 272 136

その他 588 585

固定負債合計 8,230 8,146

負債合計 20,159 18,872

純資産の部

株主資本

資本金 10,836 10,836

資本剰余金 6,023 6,023

利益剰余金 7,339 6,766

自己株式 △1,165 △1,166

株主資本合計 23,033 22,460

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 191 486

為替換算調整勘定 7 －

その他の包括利益累計額合計 199 486

少数株主持分 149 145

純資産合計 23,381 23,092

負債純資産合計 43,541 41,965
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 四半期連結損益計算書
 第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

売上高 18,387 19,980

売上原価 12,981 15,957

売上総利益 5,406 4,023

販売費及び一般管理費 5,128 4,670

営業利益又は営業損失（△） 277 △647

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 35 34

負ののれん償却額 136 136

為替差益 3 －

その他 30 39

営業外収益合計 205 210

営業外費用

支払利息 36 36

退職給付会計基準変更時差異の処理額 150 150

為替差損 － 6

その他 65 64

営業外費用合計 252 258

経常利益又は経常損失（△） 230 △694

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 － 4

受取和解金 67 －

特別利益合計 67 4

特別損失

固定資産除却損 19 6

固定資産売却損 － 0

投資有価証券評価損 60 9

会員権評価損 0 －

特別損失合計 81 17

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

216 △707

法人税、住民税及び事業税 235 50

法人税等調整額 △140 △357

法人税等合計 94 △306

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

122 △400

少数株主利益又は少数株主損失（△） 0 △3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 121 △396
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

122 △400

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △123 295

為替換算調整勘定 － △7

その他の包括利益合計 △123 288

四半期包括利益 △1 △112

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1 △108

少数株主に係る四半期包括利益 0 △3
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

216 △707

減価償却費 958 1,261

のれん償却額 16 16

負ののれん償却額 △136 △136

貸倒引当金の増減額（△は減少） 98 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） 107 △14

前払年金費用の増減額（△は増加） 187 152

製品保証引当金の増減額（△は減少） △8 59

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9 △34

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16 △16

受取利息及び受取配当金 △35 △35

支払利息 36 36

為替差損益（△は益） 0 1

持分法による投資損益（△は益） 16 29

社債発行費償却 18 4

投資有価証券売却損益（△は益） － △4

投資有価証券評価損益（△は益） 60 9

固定資産売却損益（△は益） △0 0

固定資産除却損 19 6

会員権評価損 0 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,393 2,135

たな卸資産の増減額（△は増加） 57 △748

仕入債務の増減額（△は減少） △1,287 △879

その他 △42 △97

小計 1,653 1,025

利息及び配当金の受取額 35 35

利息の支払額 △39 △41

法人税等の支払額 △111 △234

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,537 784

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 △319 △211

有形固定資産の売却による収入 10 0

無形固定資産の取得による支出 △1,086 △878

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

投資有価証券の売却による収入 － 85

その他 － △48

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,398 △1,054
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） 400 △20

長期借入れによる収入 － 600

長期借入金の返済による支出 △369 △458

社債の発行による収入 675 294

社債の償還による支出 △1,198 △210

自己株式の取得による支出 △0 △0

自己株式の処分による収入 330 －

配当金の支払額 △168 △175

その他 △10 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △341 19

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △204 △251

現金及び現金同等物の期首残高 6,921 6,181

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,717 5,929
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該当事項はありません。 

  

当企業グループは、情報通信システムの機器および部品の開発、製造および販売ならびにこれらに付

帯するサービスの提供からなる事業を行っており事業区分が単一セグメントであるため、記載を省略し

ております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（セグメント情報等）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（重要な後発事象）
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