
【写真紹介】
SC3670（カーテン）、SC3703（シアーカーテン）
カーテン見本帳「STRINGS 2017-2020」収録

見本帳「STRINGS」は、クオリティとカラーに
こだわったファブリックコレクションです。表紙
写真では、上品なベルベット生地のカーテン
（SC3670）に、ダマスク柄が映えるシアーカー
テン（SC3703）を合わせています。生地と柄が
豊かな表情を織りなすコーディネートです。

株式事務についてのご案内
事業年度　 毎年4月1日から翌年3月31日まで

剰余金の配当の基準日 期末配当　3月31日
中間配当　9月30日

定時株主総会 6月

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関 

公告掲載方法

（ご注意）
1. 株主さまの住所変更、単元未満株式の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、上記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。

〒451-8575  愛知県名古屋市西区幅下1-4-1
www.sangetsu.co.jp

証券コード8130

2017年4月1日～9月30日
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三菱UFJ信託銀行株式会社
【 同連絡先 】
東京都府中市日鋼町1－1
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711 (通話料無料)
【 同郵送先 】
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
公告掲載URL https//www.sangetsu.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合には、
日本経済新聞に掲載いたします。

私たちは、新しい空間を創りだす人々にデザインするよろこびを提供します。
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 ※当社は、2015年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。2014年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、各指標を算定しております。
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ごあいさつ

株主の皆さまには、平素よりサンゲツグループへの
ご理解とご支援を賜り、心から厚く御礼申しあげます。

決算ハイライト（連結）

2019年度（最終年度）目標 ROE  8～10％
•売上高 ……………………… 1,650億円～1,750億円
•当期純利益 ………………………… 80億円～100億円
•自己資本 …………………… 1,050億円～1,000億円
•キャッシュ・コンバージョン・サイクル ………75日～60日

付
随
目
標

　当社グループは、2017年5月に中期経営計画（2017-2019）
「PLG 2019」を発表しました。当上半期はこれに基づき、物流拠点
の統廃合を行い、より効率的な配送体制を整えたほか、昨年買収し
た米国のKoroseal Interior Products Holdings,Inc.との連携を
進め、本格的な海外事業展開を始動しました。市場ニーズの多様化
が進むなか、事業の専門性と総合力を高め、より幅広いマーケット
をとらえることで、力強い成長へとつなげてまいります。
　私たちはこれからも、“デザインするよろこび”をお届けし、人々
の豊かな暮らしに貢献する企業として、持続的な企業価値向上に
努めてまいります。
　株主の皆さまには、今後も一層のご理解とご支援を賜りますよう、
お願い申しあげます。

株主の皆さまへ

多様な商品と機能、高い専門性を持ち、国内外で強固な市場を持つ企業グループを構築します。

安田　正介代表取締役　社長執行役員

Personal
専門性を持った
プロ人材・社外との
強い人的関係

Local
各地域での
強固な市場ポジション Global

市場間を結ぶ
商品・デザイン

中期経営計画（2017-2019）「PLG 2019」

［ご参考］ 2016年度実績
•売上高 …………………………… 1,356億円
•当期純利益 ……………………………65億円
•自己資本 ………………………… 1,088億円
•キャッシュ・コンバージョン・サイクル……88.3日

営業利益
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前年同期比 △29.1 ％

20 億 33 百万円

前年同期比

四半期（当期）純利益
親会社株主に帰属する

33
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1 2



事業概況（2018年3月期　第2四半期連結累計期間） 連結財務諸表（要旨）

百万円
75,503
連結売上高

▶ 事業別売上構成比 ▶ セグメント別業績

インテリアエレメント別売上高

※当期より新たに加わったセグメント

海外事業
11.6 %

エクステリア
事業
9.9 %

インテリア
事業
76.1 %

照明器具
事業
2.4 % 売 上 高 ：  57,649百万円

  （前年同期比+3.5％）

営業利益 ：  2,499百万円
  （前年同期比△25.7％）

 エクステリア事業

売 上 高： 7,453百万円
 （前年同期比+2.7％）

営業利益： 240百万円
 （前年同期比+18.0％）

照明器具事業  海外事業

売 上 高： 1,791百万円
 （前年同期比△12.7％）

営業利益： △44百万円
 （前年同期は営業損失4百万円）

株式会社サンゲツ
壁紙、床材、カーテン、椅子生地など
トータルインテリア商品の開発・販売

株式会社サングリーン
門扉、フェンス、カーポート、テラス、
バルコニーなどエクステリア商品の専門卸業

山田照明株式会社
Zライトをはじめとするインテリア照明や
エクステリア照明の企画・設計・製造・販売

売 上 高： 8,771百万円
営業利益： 168百万円
Koroseal Interior Products Holdings,Inc.（米国）
山月堂（上海）装饰有限公司（中国）
北米市場、中国市場における、
壁装材を中心としたインテリア商材の販売

インテリア事業

壁装材 28,248百万円
床 材 20,224百万円
ファブリック   3,621百万円
その他   5,554百万円 　

（百万円）
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4,642

6,390
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中期経営計画に基づく政策的投資とし
て、物流拠点の新設統廃合や情報シス
テムの整備等を実行しました。

Point

（2017.9月末時点）

FE-1014  壁紙見本帳「2017-2019ファイン1000」収録

Koroseal本社が所在するビル（米国オハイオ州）Zライト Z-80N W洋風エントランス

2018.3（第2四半期）

連結キャッシュ・フロー計算書
（百万円）
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現金及び
現金同等物
の期首残高 営業活動

による
キャッシュ・
フロー

投資活動
による

キャッシュ・
フロー

財務活動
による

キャッシュ・
フロー

現金及び
現金同等物
に係る
換算差額

現金及び
現金同等物の
四半期末
残高

連結貸借対照表

有形固定資産
35,103

無形固定資産
13,484

投資その他の資産
18,928

株主資本 108,775
その他の包括利益累計額

29
新株予約権 87

（百万円）
163,717 157,069

163,717 157,069

資産合計

負債・純資産合計 負債・純資産合計

資産合計

96,200
流動資産流動資産

88,255

固定資産
67,517

固定資産
68,813

有形固定資産
35,034
無形固定資産
12,727
投資その他の資産
21,051

流動負債 32,578
固定負債 22,247

株主資本 105,845
その他の包括利益累計額

189
新株予約権 85

流動負債 29,478
固定負債 21,471

2017年3月末 2017年9月末

2017年3月末 2017年9月末

負債
54,825

純資産
108,892

負債
50,950

純資産
106,119

売上高
2018.3（第2四半期）

連結損益計算書

売上総利益

売上原価

販売費
及び

一般管理費

営業利益 経常利益 親会社株主に帰属する
四半期純利益

税金等調整前
四半期純利益

75,503
［+16.2%］

［+20.3%］

［△21.5%］

［+14.4%］

23,320

2,794 ［△19.9%］3,176 ［△20.1%］3,173 ［△29.1%］2,033

［+29.7%］
20,526

52,182

営業外収益 434
営業外費用  51

法人税等 1,141
法人税等調整額 △1

特別利益  0
特別損失  3

（百万円） ［%表示は対前年同四半期増減率］

連結設備投資額推移
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TOPICS 株主さまアンケート結果のご報告

中期経営計画（2017-2019）「PLG 2019」に基づく、当上半期における事業活動の一部をご紹介します。 第65期中間報告書で実施したアンケートにつきまして、412名の株主の皆さまからご回答をいただきました。
ご協力に心より感謝申しあげます。ここでは、アンケート集計結果の一部をご報告させていただきます。

　2017年7月12日、品川グランドセントラルタワーにて、
「第1回 株主さま向け会社説明会およびショールーム見
学会」を開催しました。
　社長の安田正介から、事業報告ならびにサンゲツの成
長ビジョンについてご説明した後、会場を建物内上階の
サンゲツ品川ショールームに移し、ショールーム見学会
を行いました。また、見学会後には、サンゲツのラグマット
や山田照明の照明器具が当たるお楽しみ抽選会を行い
ました。限られた時間ではありましたが、株主さまとの懇親
を深め、貴重なご意見を多数いただくことができました。
　サンゲツグループは、今後もこのような株主さまとの交
流の機会を継続的に設け、経営の透明性向上やIR活動
の充実に努めてまいります。

当社への理解を深めていただく
株主さまとの交流の場

　壁紙のデザインコンペティション「サンゲツ壁紙デザイ
ンアワード2017」を開催しました。サンゲツのブランド
理念“Joy of Design”をテーマに、フレッシュなアイデ
アを広く募集した結果、国籍や年齢ともに幅広い応募者
から、斬新かつ完成度の高い作品を数多くご応募いただ
きました。2017年2月1日から6月30日までの応募期間
中に寄せられた作品数は500点以上にのぼり、厳正な
審査を経て、8月29日にサンゲツ品川ショールームにお
いて、受賞作品の発表・表彰式を行いました。大賞を受賞
した作品は、現在商品化を進めています。
　今回のアワードは“Joy of Design”を形にする取り組
みとして大変有意義であったと考えており、来年以降も
開催を検討しています。

“デザインするよろこび”を形にする
アイデアを広く募集

サンゲツ壁紙デザインアワード特設サイト www.sangetsu-award.jp

【大賞作品】
作品タイトル：mist(gold)
制作者：山田 茂さん

審査会の様子会社説明会の様子

社外取締役を含む取締役10名
全員が出席

Q.2 当社株式の取得理由Q.1 当社の投資家コミュニケーション活動に
期待するもの、興味のある活動

当社へのご意見

　ありがとうございます。2017年5月に発表し
た中期経営計画（2017-2019）「PLG 2019」
では、中期経営計画期間中の株主還元政策の
1つとして、「長期安定的な増配の基本方針に
基づき、安定的増配を継続」の方針を掲げてい
ます。今後も、皆さまのご期待に応えられるよ
う、持続的な成長を通じ、企業価値向上による
株主還元策の実行に努めてまいります。

サンゲツの株主還元策は
大変評価しています。
今後も増配を希望します。

　海外展開は、中期経営計画（2017-2019）
「PLG 2019」の重要な施策の1つとしています。
まずは北米のKoroseal Interior Products 
Holdings,Inc.、中国の山月堂（上海）装饰有限公
司を拠点として、サンゲツグループ内でのデザイ
ンの共通化や、商品開発・販売の連携を図ってい
ます。市場環境や経済動向を慎重に見極めつつ、
海外における事業拡大を目指してまいります。

業績拡大はグローバル化を
いかに対応するかにかかっている。
海外での成長戦略に期待しています。

　ご来場をお待ちしています。品川ショールームは
品川駅港南口から徒歩5分。約2,000㎡のフロア
に1,100点のサンプルを展示しています。また、より
リアルにご自宅のインテリアをご検討いただけるよ
うに、多彩なコーディネート空間や最新のデジタル
体感システムを導入しています。スタッフのコンサ
ルテーションをご希望の方は事前予約をおすすめ
いたしますが、自由にご覧いただくことも可能です。

上京した折、
ぜひ品川のショールームを
訪れてみたいと思います。

社　名：株式会社サンゲツ
本　社：愛知県名古屋市西区幅下1丁目4番1号
設　立：1953年4月21日（創業：嘉永年間）
資本金：136億1,610万円

年　  商：1,356億円（2017年3月期連結）
連結従業員数：2,105名（2017年9月30日現在）
上場証券取引所：東京1部、名古屋1部

サンゲツWebサイトでは、
各種IR情報のほか、ショールームのご案内や
暮らしに役立つ情報をご紹介しています。

www.sangetsu.co.jp

会社概要（2017年9月30日現在）

27％
22％

18％
12％

7％
7％

3％
2％
2％

配当
安定性

成長性・将来性
財務内容
事業内容

企業イメージ
株価・投資指標

相続
その他

32％
28％

12％
11％

6％
5％

3％
2％
1％

配当政策・株主還元方針
事業計画・今後の見通し

経営方針・理念
事業内容

財務情報の開示の充実
株主さまとの懇談の場を設定
投資家向け説明会の開催

CSR情報
Webサイトの充実
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【写真紹介】
SC3670（カーテン）、SC3703（シアーカーテン）
カーテン見本帳「STRINGS 2017-2020」収録

見本帳「STRINGS」は、クオリティとカラーに
こだわったファブリックコレクションです。表紙
写真では、上品なベルベット生地のカーテン
（SC3670）に、ダマスク柄が映えるシアーカー
テン（SC3703）を合わせています。生地と柄が
豊かな表情を織りなすコーディネートです。

株式事務についてのご案内
事業年度　 毎年4月1日から翌年3月31日まで
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定時株主総会 6月

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関 

公告掲載方法

（ご注意）
1. 株主さまの住所変更、単元未満株式の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、上記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。

〒451-8575  愛知県名古屋市西区幅下1-4-1
www.sangetsu.co.jp
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三菱UFJ信託銀行株式会社
【 同連絡先 】
東京都府中市日鋼町1－1
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711 (通話料無料)
【 同郵送先 】
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
公告掲載URL https//www.sangetsu.co.jp/
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電子公告による公告をすることができない場合には、
日本経済新聞に掲載いたします。

私たちは、新しい空間を創りだす人々にデザインするよろこびを提供します。




