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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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 ％

21年3月期第3四半期 31,343 ― △200 ― △319 ― △773 ―

20年3月期第3四半期 35,816 1.2 381 △38.8 304 △35.2 115 69.1

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

21年3月期第3四半期 △12.73 ―

20年3月期第3四半期 1.90 ―

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

21年3月期第3四半期 47,014 23,263 49.0 379.69
20年3月期 51,670 24,562 46.6 396.29

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  23,060百万円 20年3月期  24,076百万円

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  有  
 

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

20年3月期 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 43,000 △16.6 △600 ― △800 ― △1,500 ― △24.69

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、３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、３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 
1. 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。 
2. 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第
14号)を適用しております。  
また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  62,449,621株 20年3月期  62,449,621株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,713,368株 20年3月期  1,694,035株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  60,746,929株 20年3月期第3四半期  60,768,288株
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当第３四半期連結累計期間のわが国の経済においては、世界的な景気後退の影響を受けて、消費が低迷
し、設備投資が抑制されるなど、実体経済が急速に悪化してまいりました。 
  当企業グループの主なサービス提供先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
分野の主力市場に対し、ＮＧＮなどに対応した融合商品を早期に開発、販売するための取組みを推進して
まいりました。その一環として、当企業グループの商品とサービスへの理解をより一層深めていただくた
め、展示説明会を主要都市において開催したほか、さまざまなソリューションの提案を積極的に行ってま
いりました。 
  また、「経営体質の強化」につきましては、今後の、融合商品の開発、販売にあわせた組織の整備と人
材の育成に取組んでまいりました。その一環として平成20年７月１日に、販売力を強化するため、グルー
プ内で各社別に配置していた販売組織を再編成いたしました。 
  当第３四半期連結累計期間の売上高は、313億４千３百万円(前年同期比 12.5％減)と減少いたしまし
た。利益面では、総原価の低減に努めたものの、売上高の減少に伴う利益の減少により経常損失は３億１
千９百万円(前年同期経常利益 ３億４百万円)、また、投資有価証券評価損の計上などにより四半期純損
失は７億７千３百万円(前年同期純利益 １億１千５百万円)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、148億８千２百万円(前年同期比 1.3％増)と、ほ
ぼ前年並みの売上高で推移いたしました。 

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、164億６千万円(前年同期比 22.1％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昨年度一括受注した特定用途向けプリンタの販売
終了などによるものです。 

  

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12億９千８百万円減少し、232億６
千３百万円となりましたが、総資産を46億５千６百万円圧縮したことにより、自己資本比率は2.4ポイン
ト改善し、49.0％となりました。 
  増減の主なものは、以下のとおりです。 
  資産は、現金及び預金が７億７千８百万円増加いたしましたが、受取手形及び売掛金がその回収により
60億４千万円と大幅に減少したことなどにより、46億５千６百万円減少いたしました。 
  負債は、長短借入金の返済および社債の償還で22億４千万円減少したことなどにより、33億５千８百万
円減少いたしました。 
  純資産は、評価・換算差額等は６千４百万円増加いたしましたが、利益剰余金が配当金の支払いおよび
四半期純損失の発生により、10億７千７百万円減少いたしました。 

  

平成21年３月期通期業績予想につきましては、投資有価証券評価損の計上および最近の事業動向を踏ま
え、平成20年11月７日公表した予想を本日(平成21年２月６日)公表の「平成21年３月期連結業績予想の修
正および配当予想の修正ならびに経営改善施策に関するお知らせ」のとおり修正いたしました。 

  

【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。 
  

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。 

  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号 平成19年３月14
日)および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号  平成19年
３月14日)を適用しております。 
  また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっ
ておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準
第９号 平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法(貸借対照表
価額については、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。  
 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失および経常損失に与える影響はなく、税金等調
整前四半期純損失は213百万円増加しております。 

  
③ リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 (平成５年６月17
日 (企業会計審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))および「リース取引に関する会計基準の適
用指針」(企業会計基準適用指針第16号 (平成６年１月18日 (日本公認会計士協会 会計制度委員
会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務
諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計
基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  
 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リ
ース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。  
 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通
常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  
 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失および税金等調整前四半期純損失に
与える影響は、軽微であります。 

  

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) 簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
  固定資産の減価償却費の算定方法

(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

サクサホールディングス株式会社(6675)平成21年３月期第３四半期決算短信

－ 3 －



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,736 4,958

受取手形及び売掛金 9,699 15,740

商品及び製品 2,717 2,323

仕掛品 1,418 599

原材料及び貯蔵品 3,610 3,079

繰延税金資産 1,215 1,120

その他 843 940

貸倒引当金 △7 △19

流動資産合計 25,234 28,743

固定資産   

有形固定資産   

土地 9,086 9,097

その他（純額） 3,611 3,837

有形固定資産合計 12,698 12,934

無形固定資産   

ソフトウエア 4,881 4,985

のれん 593 559

その他 258 297

無形固定資産合計 5,733 5,842

投資その他の資産 3,310 4,108

固定資産合計 21,742 22,886

繰延資産 36 41

資産合計 47,014 51,670
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,020 6,899

短期借入金 3,771 5,862

1年内償還予定の社債 902 604

未払金 492 833

未払費用 922 1,372

未払法人税等 48 221

未払消費税等 157 384

製品保証引当金 354 276

役員賞与引当金 35 69

その他 697 472

流動負債合計 14,401 16,996

固定負債   

社債 2,046 1,977

長期借入金 809 1,326

繰延税金負債 1,052 1,515

退職給付引当金 2,933 2,638

役員退職慰労引当金 87 92

負ののれん 1,430 1,635

その他 988 927

固定負債合計 9,348 10,112

負債合計 23,750 27,108

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 7,195 8,272

自己株式 △1,088 △1,085

株主資本合計 23,275 24,355

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △221 △301

繰延ヘッジ損益 △4 －

為替換算調整勘定 11 22

評価・換算差額等合計 △214 △278

少数株主持分 202 485

純資産合計 23,263 24,562

負債純資産合計 47,014 51,670
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 31,343

売上原価 22,402

売上総利益 8,941

販売費及び一般管理費 9,141

営業損失（△） △200

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 131

負ののれん償却額 204

その他 64

営業外収益合計 404

営業外費用  

支払利息 101

持分法による投資損失 15

退職給付会計基準変更時差異の処理額 226

為替差損 119

その他 60

営業外費用合計 524

経常損失（△） △319

特別利益  

固定資産売却益 4

投資有価証券売却益 3

特別利益合計 8

特別損失  

固定資産除却損 21

たな卸資産評価損 213

投資有価証券評価損 753

その他 9

特別損失合計 998

税金等調整前四半期純損失（△） △1,309

法人税、住民税及び事業税 46

法人税等調整額 △559

法人税等合計 △513

少数株主損失（△） △22

四半期純損失（△） △773
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

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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(要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

（単位：百万円)

科    目

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 35,816

Ⅱ 売上原価 26,512

売上総利益 9,303

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,922

営業利益 381

Ⅳ 営業外収益 478

Ⅴ 営業外費用 555

経常利益 304

Ⅵ 特別利益 37

Ⅶ 特別損失 144

税金等調整前 

四半期純利益
198

法人税等 84

少数株主損失 2

四半期純利益 115
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