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データで見るサン電子　第44期 連結決算ハイライト

上場来最高の売上高、営業利益、当期純利益を更新！
　モバイルデータソリューション事業が引き続き好調に推移し、全体として
前年度を上回る売上高を達成。ホールシステム事業での貸倒引当金繰入額の
計上により営業利益はほぼ前年度並となり、連結子会社における為替差損等
の影響から経常利益は前年度を下回る。当期の業績は売上高273億47百万円	
(前期比12.5%増）、営業利益22億84百万円（同4.1%増）、経常利益20億52
百万円（同13.3%減）、当期純利益14億97百万円（同5.9%増）。
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連結貸借対照表の概要（単位：百万円） 連結損益および包括利益計算書の概要（単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書の概要（単位：百万円）
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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　123億91百万円（売上高構成比45.3％）

　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。新機種の販売は順調に推
移し、売上高・営業利益共にほぼ前年並みとなりまし
た。

売上高
92億64百万円
（前期比1.3％減） �

営業利益
12億93百万円
（前期比4.8％増）�

遊技台部品事業

売上高構成比

33.9％

売上高
31億27百万円

（前期比20.3％減） �
営業利益

△7億58百万円
（前期は28百万円の損失）�

売上高構成比

11.4％

ホールシステム事業

情報通信関連分野の合計売上高　149億56百万円（売上高構成比54.7％）

売上高
136億26百万円
（前期比43.7％増）�

営業利益
28億15百万円

（前期比48.0％増）�

モバイルデータソリューション事業

売上高構成比

49.8％

売上高
13億29百万円

（前期比12.5％減） �
営業利益

△1億22百万円
（前期は40百万円の損失）�

売上高構成比

4.9％

その他事業（M2M事業、ゲームコンテンツ事業）

　主要な製品は、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。パチンコホールの収益環境
悪化に伴い、受注案件の獲得が低調となり、売上高
は前年を下回りました。また一部の債権について貸
倒引当金繰入額を計上したことで、多額の損失を計
上することになりました。

　主な製品・サービスは、携帯機器販売店及び犯罪
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。米国を中心に販売は引き続き好調に推移
しており、新たなサービス展開を目的として、業務
提携を進める他、1月にフランス、3月にカナダに販
売子会社を設立し事業の拡大を図っております。

　主な製品・サービスは、デジタル通信機器の販売及
びコンテンツ配信サービスです。デジタル通信機器の
販売では、当期の売上高は前年度を下回りましたが、
新たなストック型のサービスがインフラ施設管理やセキ
ュリティ向けに導入が着実に進んでおり、今後の安定し
た売上と成長を見込んでおります。コンテンツ配信サー
ビスでは、前年度に配信開始したサービスが順調に推
移し、結果としてセグメント全体の売上高は前年を上回
りました。しかしながら、デジタル通信機器の売上減少
と新たな事業に向けた開発投資等の影響により利益確
保には至りませんでした。

15,518
（63.8％）

5,720
（23.5％）

3,074
（12.7％）

4,601
（16.9％）

14,096
（51.5％）

8,650
（31.6％）

当期
2015/3

前期
2014/3

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）

◀©DeNA	Co.,Ltd.
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トップインタビュー　代表取締役社長　山口 正則　

“夢・挑戦・創造”で新しい時代に飛躍する！
スピードUPして情報通信関連分野を強化
2015年3月期は情報通信関連分野の成長著しく、サン電子の新しい時代を予感させる取り組みも
続々とスタートしています。今後の飛躍的な成長が期待されるサン電子の今と未来の姿を、山口社長
からメッセージします。

次期へと期待をつなぐ
情報通信関連分野の成長
2015年3月期の当期（第44期）は、売上高が前期比
12.5％の増加と順調に推移したものの、ホールシステム
事業に起因して約7億円相当の貸倒引当金繰入額が発生
した影響もあり、営業利益は前期比4.1％の微増、経常
利益は同13.3％の減少、当期純利益は同5.9％の微増と
いう結果になりました。情報通信関連分野ではモバイル
データソリューション事業を中心とした業績の順調な伸張
により事業の収益性が拡大し、上記の貸倒引当金繰入額
の影響を最小限に押し留めています。
2016年3月期の次期（第45期）は、情報通信関連分野

における新規事業に注力する事で先行費用の発生を見込
んでいるものの、モバイルデータソリューション事業や
M2M（機器間通信）事業の成長により、増収増益を見込
んでいます。

（業績数値についてはp1-2をご参照ください）

情報通信関連分野を牽引する
セレブライト社の成長とさらなる強化
当期の情報通信関連分野の成長は、当社連結子会社
Cellebrite	Mobile	Synchronization	Ltd.（以下、セレ
ブライト社）を中心としたモバイルデータソリューション事
業の成長が牽引しております。フォレンジック及びモバイ
ルライフサイクル共に全世界に市場が拡大していく中で、

CHECK!
1 インターポールとパートナー契約

インターポールにおいて、サイバー犯罪への対応に特化
した組織をシンガポールに設立。犯罪捜査では携帯端末の
解析が重要になってきており、この部分の各国捜査官への
トレーニングに協力することでサイバー犯罪の捜査の高度
化に貢献していきます。このような機会を通じて、より効率
的に世界展開を図ってまいります。

代表取締役社長　山口 正則
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を実現する同サービスは、情報通信関連事業の軸の1つ
に成長していくものと期待しています。
2015年3月に株式会社ディ・エヌ・エー様から開発を
請け負ったスマートフォンアプリケーション『雀神クロニク
ル』が好評に推移し、その他当社が配信するゲームコンテ
ンツも順調にユーザー数を拡大しております。CHECK!

1

CHECK!
2

世界に確かな価値と存在感を示す
最先端の情報通信ソリューション
現在、情報通信関連分野では当社の新しい時代

を予感させる様々な取り組みが進んでいます。
2015年4月には、拡張現実技術に優れた
InfinityAugmented	Reality,	Inc.(Infinity	AR社)への資本
提携を決定し、リアルとバーチャルを融合した新
たな体験を可能とするアプリケーション開発を進め
ております。8月にはβ版が完成する予定です。
M2M（機器間通信）事業では「IoT/M2M展」	

に出展し、昨年に業務提携したBacsoft	Ltd.（バックソフト
社）が提供するシステムを日本向けに調整をした多様なフ
ァシリティ環境を一元的に遠隔監視・制御するクラウド型
ワイヤレスM2Mプラットフォームを提案いたしました。現
在、多くのお客様から具体的な導入に向けての相談を承
っています。
米国に設立したSUNCORP	USA,	Inc.（サンコープ社）

では、インターネット上のフリーマーケットのサービス開
発を行っており、レストラン向けにカスタマイズしたもの
を、まずはマーケティングしていく予定です。オフショア
開発によりグローバルにインターネットでフリーマーケット

スピードを上げて情報通信関連分野を強化し
“夢・挑戦・創造”を実現するサン電子を確立
当期（第44期）は、貸倒引当金繰入額の発生がありま

したが、当損失は一過性のものであり、当社の収益性に
ついては向上していると考えております。そのため、期
末配当につきましては、前期より5円増配をし、15円と
させて頂きました。
現在、情報通信関連分野の強化にスピードをもって取

り組んでおり、「情報通信＆エンターテインメントで人々を
幸せにする」企業理念の実現を通じて、株主の皆様にも
“夢・挑戦・創造”を実感していただける新しいサン電子
グループの確立に努めてまいります。
株主の皆様におかれましては、引き続き力強いご支援
のほど、よろしくお願い申し上げます。

長期の成長にむけて
当社では、情報通信関連事業とエンターテインメント
関連事業が両輪となって中長期的な成長を牽引する事業
体制を目指してきた結果、当期（第44期）はそれぞれほ
ぼ達成いたしました。次期（第45期）計画では、引き続き、
情報通信関連事業の成長を見込んでおり、売上高構成
比は情報通信関連事業が主となります。
エンターテインメント分野においては、OEM事業であ

る遊技台部品事業は今後も安定的な推移が見込めるも
のの、厳しい市況から設備投資を控える傾向にあるホー
ルシステム事業では厳しい外部環境を考慮し、縮小均衡
を図ってまいります。今後は経営資源の配分を成長分野
である情報通信関連分野に集中してさらなる成長を確保
していきたいと考えます。

CHECK!
3

CHECK!
2 Infinity AR社との資本提携

米国のInfinity	AR社は、カーナビゲーション等にて応用
が拡がる拡張現実技術の領域において、2台のセンサーか
ら現実空間を3Dで取り込み、仮想空間と重ね合わせるプラ
ットフォームを提供する会社です。同社との協業により、現
実空間と仮想空間を重ね合わせた、より魅力的かつ実用的
なARソリューションおよびコンテンツの提供を目指します。

CHECK!
3

Japan IT Week「IoT/M2M展」
に出展

クラウドを活用した機器間通信により、各種産業機械やセ
ンサデバイスの遠隔監視とリアルタイム制御を実現するワ
イヤレスM2Mソリューション「M2MGrid	Platform」を、
「IoT/M2M展」（2015年5月	東京ビッグサイト）にて公開。
FA以外にも再生可能エネルギーや農業分野での活用が見
込める同機器に多くの来場者から関心が寄せられました。

新たな販売拠点として、1月にフランス、3月にカナダに現
地法人を設立しました。現在は、中国に設立を計画してお
ります。モバイルライフサイクル事業では、2015年1月
に24時間365日稼働のPOSシステムを提供するCellomat	
Israel	Ltd.（セロマット社）と資本提携いたしました。両社の
強みをシナジーとして追求しながら、携帯機器販
売店及び携帯機器ユーザーに向けてより魅力的な
ソリューションを提供させていただきます。
また、6月から7月の間にはインターポール	

とモバイルフォレンジックのパートナー契約を締結する予
定です。すでにシンガポールのトレーニング施設に当社
機器が導入されており、サイバー犯罪捜査のトレーニン
グに協力させていただいております。このような機会を通
じて、当社製品の市場における存在感がより一層高まる
ものと期待しております。
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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5人の社員に取材し、
新しい時代へと大きく飛躍する
サン電子の「今」をお伝えします。

● 遊技台部品事業
遊技機の制御基板・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月に遊技機メーカーの株式会社藤商事様と資本・業務提携。

稼働率向上をテーマに、エンターテインメント性を強化遊技台部品事業

アミューズメント事業部　本社開発部　第2開発課	　岡	卓司	（おか	たくじ）

　1機種1プロジェクトで構成される当社の遊技台部品事業で、今回初めて開発のリー
ダーを務めさせていただいています。
　お客様が提示する新しい遊技機の実現を、企画・映像・プログラムの面から支えてい
くのが私たちの業務となりますが、効率的な作業進捗を図る独自のシステムを構築する
サン電子は、納期、品質面で特に評価を頂いております。
　遊技機を楽しむプレーヤーの減少が当事業の課題とされていますが、“夢・挑戦・創
造”がサン電子の掲げるテーマですので、いつまでも遊びたくなるようなエンターテイ
ンメント性を強化することで、稼働率の高い遊技機づくりに、挑戦していきます。

● 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。
現在、パチンコホールの情報化を支えた通信ネットワーク技術を活かし、新規事業の開拓を推進中。

蓄積されたリソースを最大活用し、新しいサンタック事業を確立ホールシステム事業

サンタック事業部　執行役員	　中原	大輔（なかはら	だいすけ）

　2015年4月よりサンタック事業部の執行役員として、ホールシステム事業全体を統括
しています。ホールシステム事業は現在、ホール人口の減少や各種規制の強化、それに
伴う業界の統合や競争激化などの事情から著しく事業環境が悪化し、利益の維持確保を
課題に組織のスリム化とコストの削減を進めています。それと同時に、これまでホールシ
ステム事業が蓄積した人的および技術的資産を最大限に活用する新しいビジネスモデル
の構築を目指し、事業部全員での意見交換を活発化させています。
　「PREVO」や「DUO	STATION」で発揮された通信ネットワーク技術を活かして、新た
な価値を示すサンタック事業を確立していきますので、ご期待ください。
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● その他事業（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。ネクストプロジェクト、
女性向けゲームのBLプロジェクト、ホラー系ゲームのナイトメアプロジェクトの3つのラインで進化を加速
する。

● 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と協働して、フォレンジック（犯罪捜査機器）事業とモバイルライフサイクル
（販売店向けサービス）事業を展開。2015年1月にセロマット社と資本提携し、２４時間３６５日稼働
の新たなPOSシステムを開発。

プレーヤーの感性を刺激する“ニッチでビッグなゲーム”に挑戦その他事業
（ゲームコンテンツ事業）

ネクストプロジェクト　プロジェクトリーダー／プロデューサー	　榊原	昌平（さかきばら	しょうへい）

　既存のラインにない次世代ゲーム開発を目指して発足したネクストプロジェクトから、
2015年3月に全く新しい視点から麻雀を楽しむソーシャルゲーム・アプリケーション『雀神
クロニクル』を受託開発し株式会社ディ・エヌ・エー様よりリリースしました。6月現在、
30万ダウンロードを突破し、対戦数も1,000万局を超え、多くのお客様に楽しんで頂い
ています。
　プロジェクトリーダーの私は『雀神クロニクル』の運営と併行して、より独創的で刺激的
なゲームの開発に取り組んでいます。2015年4月に拡張現実のInfinity	AR社と提携しま
したが、こういった新しい技術を取り込んだゲームの開発も検討し、サン電子にしかでき
ない、今までどこにもなかった“ニッチでビッグなゲーム”をお届けしたいと燃えています。

モバイルデータ
ソリューション事業

モバイルソリューション事業部　開発課　シニアエンジニア　田中	良実（たなか	よしざね）

　当事業部では、セレブライト社が開発するモバイルデータトランスファー製品・サービス
の国内展開を推進しています。優れたデータ抽出解析技術を誇るセレブライト社製機器は
モバイル犯罪捜査の現場で活躍するとともに、セロマット社との提携によりモバイルユー
ザーに提供する価値を一層向上させています。
　そのパフォーマンスをより高めるために、国内向けのカスタマイズと製品・サービスの改
善提案を行う私の仕事は、モバイル機種やアプリケーションの進化に対応することがなかな
か大変なものとなりますが、社会への貢献性の高さに大きな誇りを感じています。セレブラ
イト社とともに技術を磨き、モバイルデータソリューションの進化を支えていきます。

モバイルソリューションの進化を支え、グローバルに価値を向上

● その他事業（M2M「機器間通信」事業）
2014年8月にバックソフト社と業務提携し、クラウド型ワイヤレスM2Mプラットフォーム「M2MGrid	
Platform」を展開。モバイルルーター「Roosterシリーズ」との連携により高品位な機器間通信事業を目
指す。

NO.1情報通信ソリューションベンダーとして、FAの未来を拓くその他事業
（M2M「機器間通信」事業）

M2M事業部　営業部　IoT営業2課　課長	　森田	栄（もりた	さかえ）

　「Roosterシリーズ」の好評販売によりM2M市場に高い信頼性を確立する当事業部で
は、バックソフト社との提携を受けてIoT営業2課を新設し、同社が開発したクラウド型ワ
イヤレスM2Mプラットフォーム「M2MGrid	Platform」を国内の製造業の皆様にご活用い
ただくために準備を進めてきました。
　拡張性に優れた「M2MGrid	Platform」は、当社が確立する移動体通信技術と連携して
各種FA機器の遠隔監視や「見える化」により各種生産設備の効率的な稼働を実現し、イン
フラ機器やスマートアグリなど幅広い領域での適用が期待されています。「IoT/M2M展」
でも強く実感した各方面からの厚い期待に応え、お客様に最適なクラウドソリューションを
ご提案させていただきます。
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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 977百万円

従業員数 連結：789名　単体：344名

事業内容

モバイルデータソリューション事業
その他事業（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、徳島出張所

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

役員
（2015年6月23日現在）

代表取締役社長
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役
取締役（社外）
常勤監査役
監査役（社外）
監査役（社外）

山　口　正　則
若　井　富　幸
亀ヶ井　克　寿
東　谷　浩　明
佐　野　正　人
山　本　　　泰
宮　田　　　豊
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 22,353,000 株

株主数 2,332 名

株主構成

株 式 の 状 況 （2015年3月31日現在）

会社および株式の情報

会 社 概 要 （2015年3月31日現在）

株 主 メ モ

（注）自己株式946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、グローバルな価値
向上を目指す新たな成長ステージに
向けて、4つのコア事業が互いの連携
を保ちながら「情報通信＆エンター
テインメントで人々を幸せにす
る！」ためにシナジーを発揮してい
く強い決意を象徴しています。

今号の表紙について

外国法人等
61名
4,521,094株（20.23％）

証券会社
26名

242,606株（1.09％）

金融機関
15名

6,055,100株（27.09％）

個人・その他
2,202名
5,884,800株（26.32％）

その他の法人
28名
5,649,400株（25.27％）

合計
2,332名

22,353,000株
（100％）

証券コード：6736

株 主 通 信
2014年4月1日　2015年3月31日

44第　　　　　期

Ambition, Challenge, and Creation

M2M business 
& Game contents

Mobile Solutions
モバイルデータ
ソリューション事業

その他事業
（M2M事業、ゲームコンテンツ事業）

Pachinko Products
遊技台部品事業

Pachinko Hall Systems
ホールシステム事業
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