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1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績（平成27年4月1日～平成27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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年3月期第1四半期 10,191 14.9 △458 ― △456 ― △972 ―
27年3月期第1四半期 8,869 △8.2 △209 ― △287 ― △223 ―

（注）包括利益 28年3月期第1四半期 △992百万円 （―％） 27年3月期第1四半期 △105百万円 （―％）

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

28年3月期第1四半期 △16.55 ―
27年3月期第1四半期 △3.79 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

28年3月期第1四半期 42,369 21,577 50.6
27年3月期 43,701 22,880 52.0
（参考）自己資本 28年3月期第1四半期 21,428百万円 27年3月期 22,731百万円

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

27年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
28年3月期 ―
28年3月期（予想） ― ― 3.00 3.00

3. 平成28年 3月期の連結業績予想（平成27年 4月 1日～平成28年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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
親会社株主に帰属する

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(累計) 19,700 ― △500 ― △500 ― △750 ― △12.76
通期 46,000 ― 1,500 ― 1,500 ― 500 ― 8.51



(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ますが、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「連結業績予想などの将来予
測情報に関する説明」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 ： 有
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） 28年3月期1Q 62,449,621 株 27年3月期 62,449,621 株
② 期末自己株式数 28年3月期1Q 3,696,537 株 27年3月期 3,692,548 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年3月期1Q 58,755,111 株 27年3月期1Q 58,782,511 株
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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

当第１四半期連結累計期間のわが国の経済においては、政府の経済政策や金融緩和による企業収益の改善を背景

に景気は緩やかな回復基調を維持しております。しかしながら為替変動の影響や消費税増税後の物価上昇に加え、

米国の金融政策の動向、中国経済の成長の鈍化など景気の先行きは不透明な状況が続いております。

このような経済環境の中で、当企業グループは、「持続成長可能な事業への転換」および「あるべき姿に向けた

収益構造への変革」を基本方針とした、平成２７年度から２９年度までの３ヵ年を計画期間とする中期経営計画を

策定し、事業の拡大と経営基盤の強化への取り組みを開始いたしました。

「事業の拡大」につきましては、コアコンピタンスである音声と情報通信を融合させた情報通信ネットワーク関

連システムの展開とセンシングや映像蓄積などの新技術を併せて、当社が目指す成長戦略に沿った市場に対して、

お客様が求めている製品の提供やシステムおよびサービスの実現を目指してまいりました。

「経営基盤の強化」につきましては、安定した収益体質を構築するための組織および要員の適正化や外部流出費

用の徹底した削減に取り組むため、グループガバナンスの強化や組織機能の効率化のためのグループ機能の最適化

を４月に、また要員の適正化を６月から実施いたしました。引き続き財務体質の強化や人材の質的転換を進め、目

標とする経営指標（売上高５５０億円以上、経常利益３０億円以上、ＲＯＥ早期に５％以上）を平成２９年度まで

に実現すべく取り組んでまいります。

当第１四半期連結累計期間の売上高は、注力事業であるネットワークセキュリティ関連機器やシステムインテグ

レーションおよび加工受託の受注増加等により101億９千１百万円(前年同期比 14.9％増)となりました。

利益面では、総原価低減の取り組みに加えて経営構造改革を実施いたしましたが、売上機種の構成の変動によ

り、経常損失が４億５千６百万円(前年同期経常損失２億８千７百万円)、要員の適正化のための施策を含めた事業

構造改善費用など特別損失の計上により、親会社株主に帰属する四半期純損失が９億７千２百万円(前年同期純損

失２億２千３百万円)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、43億９千２百万円(前年同期比 6.8％増)となりました。これ

は、ネットワーク機器など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、57億９千９百万円(前年同期比 22.0％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。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金が減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ12億

９千２百万円減少し215億８千７百万円となり、総資産は13億３千１百万円減少し423億６千９百万円となりまし

た。その結果、自己資本比率は50.6％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14億６千９百万円増加いたしましたが、売上債権が回収により27億３千３百万円減

少いたしました。

固定資産では、有形固定資産が１億９千万円、無形固定資産が１億３千８百万円、償却などによりそれぞれ減少

いたしました。また、投資その他の資産は、投資有価証券の時価評価などにより１億８千６百万円減少いたしまし

た。

負債では、仕入債務が４億２千３百万円増加いたしましたが、未払金が３億８千８百万円、未払費用が３億７千

９百万円それぞれ減少いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点における連結業績予想につきましては、平成27年５月８日公表の連結業績予想に変更はありません。
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２．サマリー情報(注記事項)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

該当事項はありません。

（連結の範囲の重要な変更）

特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第１四半期連結会計期間において、サクサシステムアメージン

グ株式会社を設立し、連結の範囲に含めております。また、当第１四半期連結会計期間において、サクサテクノ株

式会社とサクサテクニカルサービス株式会社は、サクサテクノ株式会社を存続会社として合併しております。

（持分法適用の範囲の重要な変更）

従来、持分法を適用していない非連結子会社としていた株式会社ネットリソースマネジメント、E Security

Services Co.,Ltd.について、重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間から新たに持分法の適用範囲に加

えております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「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25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）お

よび「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」と

いう。）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動

による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方

法に変更いたしました。また、当第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会

計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に

反映させる方法に変更いたします。加えて、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分

への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間および前連結会

計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）お

よび事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、当第１四半期連結会計期間の期

首時点から将来にわたって適用しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。

（４）追加情報

該当事項はありません。
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,270 6,473

受取手形及び売掛金 11,205 8,471

商品及び製品 2,019 2,579

仕掛品 401 941

原材料及び貯蔵品 2,276 2,646

繰延税金資産 1,117 1,494

その他 489 335

貸倒引当金 △41 △23

流動資産合計 23,738 22,919

固定資産

有形固定資産

土地 8,104 7,976

その他（純額） 1,893 1,831

有形固定資産合計 9,998 9,807

無形固定資産

ソフトウエア 3,891 3,761

のれん 81 73

その他 46 46

無形固定資産合計 4,020 3,881

投資その他の資産

その他 6,173 5,995

貸倒引当金 △247 △251

投資その他の資産合計 5,926 5,744

固定資産合計 19,944 19,433

繰延資産 18 16

資産合計 43,701 42,369
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,477 5,901

短期借入金 3,261 3,403

1年内償還予定の社債 400 400

未払金 721 333

未払費用 1,230 850

未払法人税等 279 29

未払消費税等 614 112

製品保証引当金 278 278

その他 345 779

流動負債合計 12,608 12,088

固定負債

社債 560 510

長期借入金 2,113 2,000

繰延税金負債 566 525

退職給付に係る負債 4,334 5,050

役員退職慰労引当金 61 49

その他 576 568

固定負債合計 8,212 8,703

負債合計 20,820 20,791

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 5,812 4,530

自己株式 △1,173 △1,174

株主資本合計 21,498 20,215

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 857 841

為替換算調整勘定 - 1

退職給付に係る調整累計額 375 370

その他の包括利益累計額合計 1,232 1,212

非支配株主持分 149 149

純資産合計 22,880 21,577

負債純資産合計 43,701 42,369
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 8,869 10,191

売上原価 6,975 8,550

売上総利益 1,893 1,641

販売費及び一般管理費 2,103 2,099

営業損失（△） △209 △458

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 39 59

為替差益 5 5

その他 24 10

営業外収益合計 69 75

営業外費用

支払利息 19 18

退職給付会計基準変更時差異の処理額 75 -

持分法による投資損失 41 46

その他 11 8

営業外費用合計 147 74

経常損失（△） △287 △456

特別利益

固定資産売却益 1 -

特別利益合計 1 -

特別損失

固定資産除却損 1 0

固定資産売却損 0 0

事業構造改善費用 - 924

特別損失合計 1 925

税金等調整前四半期純損失（△） △287 △1,381

法人税、住民税及び事業税 10 △4

法人税等調整額 △68 △403

法人税等合計 △58 △408

四半期純損失（△） △228 △973

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △5 △0

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △223 △972
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四半期連結包括利益計算書

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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純損失（△） △228 △973

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 62 △15

退職給付に係る調整額 60 △5

持分法適用会社に対する持分相当額 - 1

その他の包括利益合計 123 △19

四半期包括利益 △105 △992

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △99 △992

非支配株主に係る四半期包括利益 △5 △0
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（３）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）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

決算短信 （宝印刷）  2015年08月06日 20時24分 8ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）


