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データで見るサン電子　第43期 連結決算ハイライト

上場来最高の売上高、営業利益、経常利益、当期純利益を達成！
　モバイルデータソリューション事業の販売が国内外で好調に推移、円安の
好影響もあり、売上高も大幅増加。遊技台部品事業も新機種の販売が好調で
増収増益。米国現地法人設立やイスラエルM2M企業との提携などグローバル
化を積極推進。
　当期の業績は売上高243億13百万円（前期比30.2％増）、営業利益21億95
百万円（同39.1％増）、経常利益23億68百万円（同36.8％増）、当期純利益
14億13百万円（同4.0％増）。

売上高は前期比30％増
営業利益は同39％増
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より詳細なデータについては

2

セ グ メ ン ト の 状 況

エンターテインメント関連分野の合計売上高　133億14百万円（売上高構成比54.8％）

　主な製品は、パチンコ台メーカーに販売する制御
基板及び樹脂成形品です。前期に引き続き、新機種
の制御基板の販売が順調に推移し、増収増益となり
ました。また開発力強化のため、2013年9月に三田
開発センターを設立しています。

売上高
93億90百万円

（前期比18.1％増）�

営業利益
12億34百万円

（前期比26.9％増）�

遊技台部品事業

売上高構成比

38.6％

売上高
39億23百万円

（前期比24.7％減）�

営業利益

△28百万円
（前期は1億8百万円の利益）�

売上高構成比

16.1％

ホールシステム事業

情報通信関連分野の合計売上高　109億99百万円（売上高構成比45.2％）

売上高
94億80百万円

（前期比56.7％増）�

営業利益
19億1百万円

（前期比67.6％増）�

モバイルデータソリューション事業

売上高構成比

39.0％

売上高
15億18百万円

（前期比0.1％増）				�

営業利益

△40百万円
（前期は20百万円の利益）�

売上高構成比

6.2％

その他の事業（M2M事業、ゲームコンテンツ事業）

　主な製品は、パチンコホール経営を支援する遊技
台管理・会員管理・景品管理などのトータルコンピ
ュータシステムです。パチンコホールの経営環境悪
化の影響を受けたものの、受注案件の獲得は順調に
推移し、売上高は前年を上回りました。しかし、競合
他社との価格競争の激化に加え、次期製品開発に係
る先行投資も重なり、利益確保には至りませんでし
た。

▶台上演出パネル
「プレボ」

　主な製品・サービスは、携帯電話のキャリア及び
犯罪捜査機関等に販売するモバイルデータトランス
ファー機器です。キャリア、犯罪捜査機関向けともに
販売・保守契約が順調に推移しました。事業規模拡
大により販管費は増加しましたが、為替好影響もあり
大幅増益となりました。拠点別売上比率は米国6割弱、
ドイツ1割弱、日本含むその他が3割強となりました。

　主な製品・サービスは、デジタル通信機器の販売
（M2M事業）及びコンテンツ配信サービス（ゲーム
コンテンツ事業）です。M2M事業では、新製品の
投入で自販機、セキュリティ以外の市場へ導入が促
進され、売上も順調に推移、利益確保となりました。
ゲームコンテンツ事業は新作リリース等により第4四
半期以降に売上が本格化しましたが、新作開発費用
の増加により利益確保には至りませんでした。

当期
2014/3

12,750
（68.3％）

15,518
（63.8％）

3,879
（20.8％）

5,720
（23.5％）

2,037
（10.9％）

3,074
（12.7％）

前期
2013/3

日本 米国 その他地 域 別 売 上 高
（単位：百万円、カッコ内は売上高構成比）

▼
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トップインタビュー　代表取締役社長　山口 正則　

情報通信＆エンターテインメントで人々を幸せにする！
次なる飛躍に向けた挑戦がスタート
増収増益を収めたサン電子の2014年3月期。特に情報通信関連分野の成長は著しく、海外事業のウェイトも高
まってきました。ここでは山口社長に取材し、現在の営業状況と次なる飛躍に向けた展開について、記事にまと
めました。

モバイルデータソリューション事業が躍進し、
全体の増収・増益に大きく寄与

2014年3月期は、売上高が前期比30.2％増、経常利
益が同36.8％増という好業績を収めることができました。
特にモバイルデータソリューション事業は、連結子会社
Cellebrite	Mobile	Synchronization	Ltd.（以下、セレ
ブライト社）の製品販売及び保守契約が国内外で順調に
拡大し、為替の好影響も加わったことで、全体の伸びを
大きく牽引しました。その結果、売上高に占める情報通
信関連分野の割合が増加し、海外売上高比率も上昇して
います。
一方、アミューズメント分野では、遊技台部品事業が
好調に推移したものの、パチンコホールの経営環境の悪
化を背景に、ホールシステム事業は価格競争が激化し、
増収ながら利益の確保に至りませんでした。
来期（2015年3月期）は、引き続き増収増益を見込ん

でいますが、消費増税による影響など先行きが不透明な
中で、後述の通り新たな事業展開に傾注していくことを
踏まえて業績を予想しています。
（業績数値についてはp1-2をご参照ください）

CHECK!
1

Bacsoft Ltd.への資本参加及び
業務提携

　イスラエルに本社を置くバックソフト社は、自社開発アプ
リケーション「M2MGrid	Platform」により、イスラエル国
営企業をはじめ多くの企業に、セキュアかつ効率的な生産
現場の監視・制御機能を提供しています。当社製M2M	
通信機器との技術的融合は、業界最先端のワイヤレスM2M
プラットフォームソリューションを実現します。

代表取締役社長　山口 正則
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台を作り上げていきます。なおSUNCORP	USAは、先
に述べましたM2M分野の強化においても、米国展開の
マーケティング拠点として機能していきます。
一方、セレブライト社によるモバイルデータトランスフ

ァー機器の販売は、積極的な拠点展開で規模を拡大して
います。昨年は4月のシンガポール拠点と、7月のブラ
ジル拠点が営業を開始、業績に大きく寄与し、今年は2
月にイギリス拠点を立ち上げました。
現在、こうした形で海外グループ会社による事業展開
が大きく加速しており、本社の管理業務におけるグロー
バル対応力の拡充も急務となっています。

先進的なM2Mソリューションを提供
市場の拡大を捉え、中長期成長の柱に

今後の展開における重点的な取り組みの一つ
は、M2M（機器間通信）分野の強化です。イス	
ラエルのBacsoft	Ltd.（以下、バックソフト社）の株式取得	
と業務提携の施策もその一環です。バックソフト社は、
工場設備等の遠隔監視・制御を実現するM2Mプラットフ
ォームソリューションを、クラウドサーバベースで提供し
ているパイオニア企業です。
本件提携は、当社のM2M通信機器「Roosterシリー

ズ」と、バックソフト社のアプリケーションを組み合わせ、
先進的なワイヤレスM2Mプラットフォームソリューション
を提供することが目的です。これにより、当社製品はSI
ベンダーを通じて、世界の主要地域に販売を拡大してい
きます。バックソフト社は当社の持分法適用会社となりま
すが、製品開発及び販売面を含めたより緊密な協業体制
を築いていく考えです。
世界のM2M関連市場は、2020年度に現在の倍以上

となる3兆8千億円規模への拡大が予測されており、当
社の中長期的な成長を担う分野として期待しています。

CHECK!
1

CHECK!
2

米国に新サービスの開発拠点を設立
セレブライト社は海外拠点展開を積極化

「次のステージ」への飛躍を目指しつつ、
さらなる企業価値拡大の実現へ

もう一つの新たな展開として、当社は「新機軸
インターネットソリューションサービス」の立ち上
げに向け、その開発拠点としてSUNCORP	USA,	
Inc.を今年4月、米国カリフォルニア州に設立しました。
本サービスは「フリーマーケット	on	the	Web」をキー

ワードに、インターネット上でショップを経由せずにユー
ザー同士を結び付ける、安全で信頼性の高い売買システ
ムを提供するものです。その構築において、当社は海外
の人財を活用する「オフショア開発」の手法を導入し、
SUNCORP	USAを中心に、米国、日本、モルドバ、ベ
トナムの各地域の人財を連携させ、グローバル開発の土

ここに申し上げた「成長への種蒔き」を進めてい
く上で、当社は必要な戦略投資を十分に実施で
きるよう、財務体質の強化を図っています。それ
を踏まえ、今回の期末配当は1株当たり10円とさせてい
ただきました。当期中に株式分割（1:2）を実施しているた
め、実質的に前期同水準の配当額となります。
株主の皆様には、当社が目指す「次のステージ」への飛
躍と、さらなる企業価値の拡大にご期待いただき、引き
続きご支援のほどお願い申し上げます。
今年から新たに「情報通信＆エンターテインメントで
人々を幸せにする！」を企業理念に掲げました。当社事業
に関わる全ての方々に「幸せ」をお届けするために、私た
ちは一層努力してまいります。

CHECK!
3

CHECK!
2

米国開発拠点SUNCORP USA, Inc.
の設立

　カリフォルニア州サンノゼに設立したSUNCORP	USA
は、スマートフォンやタブレット端末等のスマートデバイス
による普及を目指した特殊なマッチングエンジンを活用し、
インターネット上にBtoC及びBtoBの直接売買市場を創出
する「新機軸インターネットソリューションサービス」の開発
を手掛けていきます。

CHECK!
3

当期における株式分割と
期末配当について

　当社株式の投資単位当たりの金額を引き下げ、株式の流
動性を高めるべく、今年1月1日を効力発生日として、普通
株式1株を2株に分割しました。
　また、今回の期末配当は1株当たり10円（上記分割により
前期同水準）とさせていただき、連結配当性向は前期の
15.3％から、15.4％となりました。

240.8

15.3 15.415

15
5 20

10

14/311/3 12/3 13/3 15/3
※2012年3月期期末の5円は記念配当

12.2
（予想）

10
（予想）

111.6

（円、％）
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その他の事業（ゲームコンテンツ事業）モバイルデータソリューション事業

サン電子の素顔をクローズアップ！

情報通信＆エンターテインメントの最前線で働く4人の社員に取材し、
事業の飛躍期を迎えたサン電子の「今」をお伝えします。

「楽しく、円満」を大切にする現場から
魅力ある女性向けコンテンツを発信

ＢＬプロジェクト　プロジェクトリーダー／ディレクター

日高	衣美（ひだか	えみ）

　BLプロジェクトは「女性が楽しめるコンテンツを、
自分たちが手掛けられるものなら積極的に発信し
ていこう」というコンセプトで立ち上げられた部署で
す。きっかけとなったのは、私が2年前に開発した
「俺プリ！」というゲームタイトルのヒットで、その後
は「BL」本来のボーイズラブという限られたジャンル
から、より広く恋愛ゲームを対象として、現在まで
に合計3タイトルを投入しています。
　私自身の業務は、開発チームのマネジメントとデ
ィレクションを中心としていますが、新作の開発で
は、見せ場となるイラストやシナリオにポイントが
あるので、直接制作にタッチしています。
　世の中に楽しさを届けるエンターテインメントビ
ジネスなので、職場環境づくりにおいても「楽しく、
円満」を大切にしています。
　今後は、ゲームコンテンツからアニメ化や書籍
化、海外展開へとマーケットを拡げ、「BL市場No.1
シェア」を目指します。

●その他の事業（ゲームコンテンツ事業）
iPhoneやAndroidなどのスマートフォン向けゲームコンテン
ツ、アプリを開発、配信。現在、女性向けゲームのBLプロジ
ェクトのほか、ホラー系ゲームのナイトメアプロジェクト、人
気の上海シリーズを含むネクストプロジェクトが同時進行中。

海外メンバーからの刺激を活かして
「情報通信のサン電子」を実現

執行役員　モバイルソリューション事業部　事業部長

纐纈	正典（こうけつ	まさのり）

　当事業部は、今年4月の組織再編により情報通
信関連事業を集約した部署です。「Roosterシリー
ズ」を開発・販売し、バックソフト社（イスラエル）と
の協業を展開していくM2M事業、セレブライト社
（イスラエル）製犯罪捜査用機材を販売するフォレ
ンジック事業、データトランスファー製品を携帯電
話の通信キャリアやリテイラーに販売するリテイル
事業の3つを擁しています。
　M2M事業は、従来の通信機器の売り切りビジ
ネスから、継続的な収益につながるソリューション
パッケージ販売へ転換すべく、バックソフト社のア
プリケーションを「Roosterシリーズ」に組み込む開
発業務を、同社のイスラエル人メンバーと協力し
合って進めています。
　2つのイスラエル企業の社員たちの真面目さや
誠実さ、アグレッシブな姿勢に刺激を受けながら、
「情報通信のサン電子」を目指して汗をかく日々で
す。

●モバイルデータソリューション事業
連結子会社セレブライト社のデータトランスファー製品・
サービスを扱う。世界販路拡大を狙うほか、中古携帯買
取システムや携帯電話端末診断機能など、新たなサービ
スも展開。
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社会性や自己プロデュース力も
身につけていける職場環境を目指して

アミューズメント事業部　本社開発部　副部長

大澤	孝政	（おおさわ	たかまさ）

　本社開発部の業務は、遊技機のソフトウェアで
制御する部分における、プログラミングの設計・
開発が中心です。遊技機メーカーとの緊密な打ち
合わせを通じてご要望を捉え、技術提案と対応力
でそれに応えています。特に納期面、品質面の対
応力については、高くご評価いただいています。
　現場では通常、複数のラインのプロジェクトが
同時進行していることが多く、私は管理職として、
それらをトータルにマネジメントする役割です。当
初はプレイングマネージャーとして、自分自身も開
発実務に加わっていましたが、今は「組織を育て
る」という業務に専念しています。仕事ができるだ
けでなく、社会性や自立性も身につけていける職
場環境を構築しています。
　遊技機業界の中で勝ち残れるよう、皆で知恵を
出し合いながら取り組んでいきます。

遊技台部品事業 ホールシステム事業

●遊技台部品事業
遊技台の制御基板・演出基板等の企画、ハードウェア・
ソフトウェアの開発・製造、グラフィックス・ムービー制
作を行う。2013年3月に遊技台メーカーの㈱藤商事様と
資本・業務提携。

導入後のフォローやアフターサービスで
ホール様との信頼関係を構築

サンタック事業部　営業部　名古屋営業所　営業

梅田	有生（うめだ	ゆうき）

　名古屋営業所は、東海3県から静岡県、長野県、
北陸の一部までの広いエリアをカバーしているの
で、時期によっては多忙を極めます。多くのホー
ル様は、連休前に店舗改装やシステムの入れ替え
を行うので、年末年始前、ゴールデンウィーク前、
お盆休み前の年3回が、担当営業としてシステム
導入に立ち会う繁忙期となります。
　また、新規開拓活動では、営業車に試用機を積
んで代理店と一緒にホールチェーンの本部に伺い、
デモンストレーションさせていただいています。
　価格競争が激化し、非常に厳しい事業環境にあ
りますが、営業として心掛けているのは、導入後
のフォローやメンテナンスなどのアフターサービス
を通じたホール様との信頼関係の構築です。もち
ろんホール様のニーズを捉え、製品にフィードバッ
クさせていく役割としても重要です。企画・開発と
協力し合って「これぞサン電子」というヒット商品を
創り上げ、シェアアップを図りたいですね。

●ホールシステム事業
効率的な遊技機ホール経営を支援するリアルタイムコン
ピュータシステムを開発・販売。通信ネットワーク技術を
活かした製品・サービスで、パチンコホールの情報化を
推進しています。
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サン電子株式会社は、環境マネジメントシステムの
国際規格 ISO14001 の認証を取得しています。当社ウェブサイトでは、企業情報はもちろん、製品・サー

ビスや IR 関連情報についても詳細なデータをご提供し
ています。ぜひご利用ください。
www.sun-denshi.co.jp

C L I C K !

決算期 3月31日

定時株主総会 6月中

基準日 3月31日

中間配当基準日 9月30日

単元株式数 100株

株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社　

同事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
0120-232-711（通話料無料）
ホームページ　http://www.tr.mufg.jp/

同取次所 三菱UFJ信託銀行株式会社　全国各支店

上場取引所 東京証券取引所 JASDAQ市場

証券コード 6736

公告 電子公告または日本経済新聞

（ご注意）
1.	 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原
則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口
座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）
ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

２.	特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口
座管理機関となっておりますので、特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合
せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。

３.	未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

会社名 サン電子株式会社	（SUNCORPORATION）

設立 1971年（昭和46年）4月

本社
〒483-8555
愛知県江南市古知野町朝日250番地

資本金 921百万円

従業員数 連結：701名　単体：335名

事業内容

モバイルデータソリューション事業
その他の事業（M2M事業、ゲームコンテンツ事業）
遊技台部品事業
ホールシステム事業

事業所
本社（江南）、東京事業所、三田開発センター、東京
営業所、大阪営業所、仙台営業所、福岡営業所、広島
営業所、さいたま営業所、徳島出張所、青森出張所

主要子会社
イードリーム株式会社
Cellebrite	Mobile	Synchronization	Ltd.
SUNCORP	USA,	Inc.

役員

代表取締役社長
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
常勤監査役
監査役
監査役

山　口　正　則
若　井　富　幸
亀ヶ井　克　寿
東　谷　浩　明
佐　野　正　人
山　本　　　泰
後　藤　和　暁
桂　川　　　明
岡　島　　　章

発行可能株式総数 48,000,000 株

発行済株式の総数 21,905,800 株

株主数 3,466 名

株主構成

株 式 の 状 況 （2014年3月31日現在）

会社および株式の情報

会 社 概 要 （2014年6月25日現在）

株 主 メ モ

（注）自己株式868株は、「個人・その他」に含めて記載しています。

　「SUN's	VOICE」は、株主の皆様
に当社の現在と未来をリアルに、ア
クティブに伝える「IRコミュニケー
ションマガジン」として、年1回お届
けしています。
　今号の表紙は、よりグローバルな
事業拡大の方向性を打ち出した当
社の力強い鼓動を表現したもの。新
たに制定した企業理念「情報通信＆	
エンターテインメントで人々を幸せ
にする！」を胸に、次の成長ステージ
に向かいます。

今号の表紙について

外国法人等
71名
2,770,467株（12.65％）

証券会社
27名

639,405株（2.92％）

金融機関
10名

5,860,000株（26.75％）

個人・その他
3,320名
6,932,328株（31.64％）

その他の法人
38名
5,703,600株（26.04％）

合計
3,466名

21,905,800株
（100％）

Mobile Solutions
モバイルデータソリューション事業

Pachinko Products
遊技台部品事業

Pachinko Hall Systems
ホールシステム事業

M2M business & Game contents
その他の事業（M2M事業、ゲームコンテンツ事業）

証券コード：6736

株 主 通 信
2013年4月1日　2014年3月31日43第　　　　　期

情報通信&エンターテインメントで
人々を幸せにする　

Ambition, Challenge, and Creation

！
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