
 

 
2020年10月12日 

各  位 

会 社 名 サクサホールディングス株式会社 

代表者名 代表取締役社⾧   丸井 武士 

 (コード番号 6675 東証第１部) 

問合せ先 経理部長     長谷川 正治 

 (TEL．03-5791-5511) 

 

 
（再訂正）「2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」 

の一部訂正について 
 

 

当社は、2019年11月８日に開示し、2020年２月10日に訂正いたしました「2020年３月期 第２四

半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部を改めて訂正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（2020年10月12日）付「過年度の有価証券報告書等

の訂正報告書の提出および過年度の決算短信等の訂正に関するお知らせ」にて開示しておりますの

でご参照ください。 

 

２．訂正箇所 

訂正の箇所には  を付して表示しております。 

なお、訂正箇所が多数に及ぶことから、訂正後のみ全文を記載しております。 

 

 

以 上 



（訂正後） 

 

 
  

 2020年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(連結)  
 

 2019年11月８日 
 
上 場 会 社 名 サクサホールディングス株式会社 上場取引所 東 
 
コ ー ド 番 号 6675 URL https://www.saxa.co.jp/ 
 
代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 松尾 直樹   
問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 長谷川 正治 (TEL) 03-5791-5511 
 
四半期報告書提出予定日 2019年11月８日 配当支払開始予定日 ― 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有    
 
四半期決算説明会開催の有無 ： 無     
  

 (百万円未満切捨て) 

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019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 
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 ％ 

2020年３月期第２四半期 18,178 3.1 575 20.5 576 18.1 370 45.3 

2019年３月期第２四半期 17,625 0.6 477 ― 488 ― 255 ― 
 
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 378 百万円( 27.4 ％)  2019年３月期第２四半期 297 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 

2020年３月期第２四半期 63.49 ― 

2019年３月期第２四半期 43.67 ― 
 
 
  
 
 

（２）連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 

 百万円 百万円 ％ 

2020年３月期第２四半期 37,656 22,690 59.8 

2019年３月期 39,321 22,610 57.1 
 
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 22,532 百万円  2019年３月期 22,452 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 

2019年３月期 ― ― ― 50.00 50.00 

2020年３月期 ― ―    

2020年３月期(予想)   ― 55.00 55.00 
 
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
    

 
  

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日） 
 

 
(％表示は、対前期増減率) 

 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 41,000 3.9 2,500 38.3 2,500 33.7 1,000 △2.7 171.17 
 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
  

 



 
※ 注記事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無 
 
  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) 

 
新規 ― 社 （社名）  、 除外 ― 社 （社名）  

  

 
  

（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 

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 
  

 
  

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2020年３月期２Ｑ 6,244,962 株 2019年３月期 6,244,962 株 

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 403,328 株 2019年３月期 403,069 株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 5,841,762 株 2019年３月期２Ｑ 5,843,021 株 

 
 

  

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です 
 
※ 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。 
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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２四半期連結累計期間のわが国の経済は、米中の通商政策に基づく貿易摩擦による世界経済の不確実性や消

費税増税に伴う個人消費等への影響が懸念されるなど、依然不透明な状況が続いています。 

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、基本方針実現に向け「事業構造の再構築」および「経営基盤の強化」の諸施

策に継続して取組みました。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は、オフィス向けキーテレホン市場の想定以上の減速に伴う「ＯＥＭを含む

キーテレホンシステム」の受注減少はありましたが、特定分野に注力した「システムインテグレーション事業」の

受注増加ならびに消費税法等の改正に伴う「アミューズメント市場向けのカードシステムおよび加工受託している

部品」の受注増加などにより18,178百万円（前年同期比552百万円増加）となりました。利益面では、前連結会計

年度に発生した不適切な会計処理に関する調査費用等で販売費及び一般管理費が増加しましたが、売上の増加に伴

う利益の増加等で経常利益が576百万円（前年同期比88百万円増加）となり、親会社株主に帰属する四半期純利益

は、370百万円（前年同期比115百万円増加）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、11,575百万円（前年同期比5.1％増加）となりました。これ

は、ＯＥＭを含むキーテレホンシステムの受注減少はありましたが、新たに提供を開始したＯＥＭオフィスゲ

ートウェイの売上が増加したことならびにシステムインテグレーション事業および特定顧客向けの映像システ

ムの売上が増加したことなどによるものです。 

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、6,603百万円（前年同期比0.2％減少）となりました。これは、

アミューズメント市場向けのカードシステムおよび加工受託している部品などの売上が増加したものの、生産

受託の受注減少があったためです。 

 

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、利益剰余金が増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ80百

万円増加し22,690百万円、総資産が1,665百万円減少し37,656百万円となったことにより、自己資本比率は59.8％

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467百万円増加しましたが、売上債権が回収により1,653百万円減少しました。 

固定資産では、償却などにより有形固定資産が61百万円、無形固定資産が86百万円それぞれ減少し、投資その他

の資産は、繰延税金資産は減少しましたが、投資有価証券の増加などにより48百万円増加しました。 

負債では、仕入債務が628百万円、借入金が434百万円、未払金が320百万円、それぞれ減少しました。 

 

（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、2019年５月28日公表の連結業績予想に変更はありません。 
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記 

（１）四半期連結貸借対照表 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2019年９月30日) 

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 7,199 6,616 

  受取手形及び売掛金 11,110 9,456 

  商品及び製品 1,427 1,570 

  仕掛品 680 1,198 

  原材料及び貯蔵品 2,162 1,970 

  その他 334 541 

  貸倒引当金 △2 △4 

  流動資産合計 22,912 21,347 

 固定資産   

  有形固定資産   

   土地 7,615 7,615 

   その他（純額） 1,606 1,544 

   有形固定資産合計 9,222 9,160 

  無形固定資産   

   ソフトウエア 1,741 1,655 

   のれん 0 0 

   その他 39 39 

   無形固定資産合計 1,780 1,694 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 4,027 4,093 

   その他 1,512 1,494 

   貸倒引当金 △135 △134 

   投資その他の資産合計 5,405 5,453 

  固定資産合計 16,408 16,308 

 資産合計 39,321 37,656 

 



 
サクサホールディングス株式会社(6675) 2020年３月期 第２四半期決算短信 

― 4 ― 

 
           (単位：百万円) 
          

前連結会計年度 
(2019年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2019年９月30日) 

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 5,882 5,253 

  短期借入金 1,725 1,532 

  未払金 959 638 

  未払費用 352 359 

  未払法人税等 533 401 

  未払消費税等 384 250 

  賞与引当金 852 902 

  役員賞与引当金 10 - 

  製品保証引当金 180 189 

  受注損失引当金 3 8 

  その他 332 407 

  流動負債合計 11,218 9,943 

 固定負債   

  長期借入金 1,694 1,453 

  繰延税金負債 430 421 

  退職給付に係る負債 2,643 2,456 

  役員退職慰労引当金 90 55 

  その他 633 635 

  固定負債合計 5,493 5,022 

 負債合計 16,711 14,965 

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 10,836 10,836 

  資本剰余金 6,022 6,022 

  利益剰余金 5,967 6,045 

  自己株式 △1,247 △1,248 

  株主資本合計 21,578 21,656 

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 481 530 

  為替換算調整勘定 △21 △19 

  退職給付に係る調整累計額 413 365 

  その他の包括利益累計額合計 874 876 

 非支配株主持分 157 158 

 純資産合計 22,610 22,690 

負債純資産合計 39,321 37,656 
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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 2018年４月１日 
 至 2018年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019年９月30日) 

売上高 17,625 18,178 

売上原価 12,648 12,948 

売上総利益 4,977 5,229 

販売費及び一般管理費   4,500  4,654 

営業利益 477 575 

営業外収益   

 受取利息 1 1 

 受取配当金 51 64 

 為替差益 10 2 

 その他 31 38 

 営業外収益合計 94 107 

営業外費用   

 支払利息 25 15 

 持分法による投資損失 47 79 

 その他 11 10 

 営業外費用合計 83 105 

経常利益 488 576 

特別利益   

 固定資産売却益 0 0 

 投資有価証券売却益 0 - 

 持分変動利益 3 1 

 特別利益合計 3 1 

特別損失   

 固定資産除却損 11 1 

 固定資産売却損 0 - 

 減損損失 8 11 

 事業構造改善費用 42 - 

 特別損失合計 62 13 

税金等調整前四半期純利益 428 564 

法人税、住民税及び事業税 162 199 

法人税等調整額 19 △11 

法人税等合計 181 188 

四半期純利益 247 376 

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△） 

△8 5 

親会社株主に帰属する四半期純利益 255 370 
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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 2018年４月１日 
 至 2018年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019年９月30日) 

四半期純利益 247 376 

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 97 48 

 退職給付に係る調整額 △3 △48 

 持分法適用会社に対する持分相当額 △44 1 

 その他の包括利益合計 49 1 

四半期包括利益 297 378 

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 304 373 

 非支配株主に係る四半期包括利益 △7 5 
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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 2018年４月１日 
 至 2018年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2019年４月１日 

 至 2019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 428 564 

 減価償却費 601 572 

 減損損失 8 11 

 のれん償却額 0 0 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 0 

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △159 △186 

 製品保証引当金の増減額（△は減少） 26 9 

 受注損失引当金の増減額（△は減少） 1 4 

 賞与引当金の増減額（△は減少） △18 49 

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25 △10 

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3 △35 

 受取利息及び受取配当金 △52 △66 

 支払利息 25 15 

 為替差損益（△は益） △9 3 

 持分法による投資損益（△は益） 47 79 

 持分変動損益（△は益） △3 △1 

 社債発行費償却 0 - 

 投資有価証券売却損益（△は益） △0 - 

 固定資産売却損益（△は益） △0 △0 

 固定資産除却損 11 1 

 事業構造改善費用 42 - 

 売上債権の増減額（△は増加） 1,199 1,653 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △1,247 △467 

 仕入債務の増減額（△は減少） △88 △628 

 その他 77 △627 

 小計 871 941 

 利息及び配当金の受取額 52 66 

 利息の支払額 △24 △16 

 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 6 △338 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 906 653 

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 △149 △111 

 有形固定資産の売却による収入 0 0 

 無形固定資産の取得による支出 △371 △341 

 投資有価証券の取得による支出 △7 △51 

 投資有価証券の売却による収入 0 - 

 関係会社貸付けの回収による収入 30 - 

 関係会社貸付けによる支出 △30 - 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △528 △503 

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 50 90 

 長期借入金の返済による支出 △607 △524 

 社債の償還による支出 △30 - 

 自己株式の取得による支出 △0 △0 

 配当金の支払額 △176 △291 

 非支配株主への配当金の支払額 △6 △5 

 その他 △0 △1 

 財務活動によるキャッシュ・フロー △771 △733 

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △392 △583 

現金及び現金同等物の期首残高 7,821 7,199 

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,428 6,616 
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（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） 

該当事項はありません。 

 

（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。 

 

（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。  

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 




