
【写真紹介】
壁紙：BW2504、カーテン：SC2501、
レースカーテン：SC2724他
見本帳「ハンプシャーガーデンズ-EDA-」収録

見本帳「ハンプシャーガーデンズ-EDA-」は、イギ
リスの美しい自然に着想を得た、“ファブリックと壁
紙のトータルコーディネート”を提案する見本帳で
す。表紙では、優雅な幾何学の曲線が美しい壁紙
に、イギリスの庭園に欠かせない存在であるシャク
ヤクを織り込んだエレガントなカーテンと、リネン
ライクな風合いが魅力のレースカーテンを合わせ
ています。

〒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
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67

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。

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。

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。
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※1  2018年3月期第3四半期連結会計期間において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2018年3月期第2四半期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。
※2  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。2015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。

※ CCC：Cash Conversion Cycle
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Top Message
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、心より御礼申しあげます。

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
•CCC※ ………………………………… 75日～60日

　当上半期の当社グループは、中期経営計画（2017-2019）「PLG 
2019」に掲げる成長戦略に基づき、物流体制の整備および営業体制
の見直しを行いました。商品においては、非住宅向けの床材見本帳
「カーペットタイルNT-700」や、暮らしの空間に幅広く使用できる
壁紙見本帳「リザーブ1000」など、コンセプトに基づく商品開発に
注力しました。その一方、建設市場においては、新設住宅着工戸数の
伸び悩みや、物流関連費・原材料価格の上昇など、厳しい経営環境が
続きました。これらの要因に加え、Goodrich Global Holdings 
Pte., Ltd.を新たに連結対象としたことにより、売上高と販売費
及び一般管理費が増加した結果、売上高は759億63百万円（前年
同期比0.6％増）、営業利益は25億3百万円（前年同期比3.3％増）と
なりました。

　市場や顧客ニーズの変化が激しさを増すなかで、
サンゲツグループが持続的に成長し続けるためには、
私たち自身がこれに適応し、変化しなければなりません。
このための施策として、10月には基幹システムの更改
を行うとともに、人材育成面では、社内にワーキング
グループを設置し、働き方改革に向けた取り組みを
行っています。また、北米・中国・東南アジアの各グループ
会社との、デザインや仕入れにおけるシナジー創出も
進めています。これらはまだ緒についたばかりではあ
りますが、新たな可能性を追求し、力強い成長を目指し
ます。

　当社グループは、中期経営計画（2017-2019）「PLG 
2019」期間中の株主還元政策として、以下を掲げています。

　この方針に基づき、中間配当につきましては、1株当たり
28円とさせていただきます。
　私たちはこれからも、人々の豊かな暮らしに貢献し続け
られるよう努めてまいります。株主の皆さまには、引き続き
温かい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

安田　正介代表取締役　社長執行役員

営業利益

25  億 3百万円
3.3 ％前年同期比

20  億 5百万円
10.8 ％前年同期比

1株あたり配当金と
配当性向四半期（当期）純利益親会社株主

に帰属する

■  第67期　第2四半期のサンゲツグループ ■  変化を続け、成長循環を生み出す ■  長期安定的な株主さまへの還元を

2019年3月期　通期見通し

●  3年間トータルの総還元性向の平均は100％超とする
● 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
● 株式市場の状況に応じて機動的に自己株式を取得

中期経営計画「PLG 2019」最終年度目標

付随目標

売上高

1,640億円
 （4.9％）

営業利益

60億円
 （19.2％）

経常利益

66億円
 （15.8％）

親会社株主に
帰属する
当期純利益

46億円
 （1.9％）

通 期

（％表示は対前期増減率）

70.7
52.8 53.8

80.5 （予想）77.7

（予想）
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2,00564,256 22.53,924
4,559

3,558
2,423

63,981
※1 ※1

※2
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百万円
75,963
連結売上高

事業概況（2019年3月期　第2四半期連結累計期間） 連結財務諸表（要旨）

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

▶ 事業別売上構成比 ▶ 事業別業績

インテリアエレメント別売上高

海外事業
13.6 %

エクステリア
事業
9.6 %

インテリア
事業
74.3%

照明器具
事業
2.5 % 売 上 高 ：  56,621百万円

  （前年同期比△1.8％）

営業利益 ：  2,372百万円
  （前年同期比△5.1％）

 海外事業
売 上 高： 10,342百万円
 （前年同期比＋17.9％）

営業利益： △63百万円
 （前年同期は営業損失202百万円）

株式会社サンゲツ
フェアトーン株式会社
株式会社サンゲツヴォーヌ
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・販売等

 エクステリア事業
売 上 高： 7,307百万円
 （前年同期比△1.9％）

営業利益： 180百万円
 （前年同期比△24.9％）

照明器具事業
売 上 高： 1,902百万円
 （前年同期比＋6.2％）

営業利益： 2百万円
 （前年同期は営業損失44百万円）

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全般の専門卸業

山田照明株式会社
Zライトはじめ、コントラクト向けインテリア照明
やエクステリア照明の企画・製造・販売

Koroseal Interior Products Holdings,Inc.
Goodrich Global Holdings Pte., Ltd.
山月堂（上海）装饰有限公司
北米・中国市場・東南アジア市場における、
壁装材を中心としたインテリア商材の製造・販売

インテリア事業

壁装材 27,278百万円
床 材 20,131百万円
ファブリック   3,929百万円
その他   5,281百万円 　

壁紙：BW2511、BW2634
カーテン：SC2516、FN901、レースカーテン：SC2517

見本帳「ハンプシャーガーデンズ-EDA-」収録

Goodrich本社ビル（シンガポール）Zライト Z-10N B独立型テラス エフルージュグランZERO

連結キャッシュ・フロー計算書

2018年3月末 2018年9月末

（百万円）

4,371

5,269 △3,944

△146

19,856

現金及び
現金同等物
の期首残高

現金及び
現金同等物
に係る
換算差額

25,406

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
36,627

無形固定資産
20,177

投資その他の資産
19,568

株主資本  103,012
その他の包括利益累計額

 2,214
新株予約権  84
非支配株主持分

 834

（百万円）
170,995 165,091

 170,995  165,091 

資産合計

負債・純資産合計 負債・純資産合計

資産合計

94,621
流動資産 流動資産

89,773

固定資産
76,373

固定資産
75,317

有形固定資産
35,798
無形固定資産
19,043
投資その他の資産
20,474

流動負債  34,275
固定負債  30,573

株主資本  100,498
その他の包括利益累計額

 1,822
新株予約権  84
非支配株主持分

804

流動負債  31,206
固定負債  30,674

2018年3月末 2018年9月末

2018年3月末 2018年9月末

負債
 64,848 

純資産
 106,146 

負債
 61,881 

純資産
103,209

売上高
2019.3（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

75,963
［+0.6%］

［△0.5%］

［+3.2%］
23,862

［＋3.3%］2,503 ［＋6.0%］2,973 ［＋2.9%］2,884 ［＋10.8%］2,005

［+3.2%］
21,359 営業外収益 534

営業外費用  64
法人税等 996
法人税等調整額 △118

（百万円）
［%表示は対前年同四半期増減率］

特別利益 11
特別損失  100

●決算のポイント

52,100
今期より、東南アジアを中心
にインテリア商材を扱う内装
材料販売会社、Goodrich 
Global Holdings Pte., Ltd.
（2017年12月子会社化）を連結
対象としたことから売上高が
増加。上半期で9期連続増
収、過去最高売上高となりま
した。
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株主さまアンケート結果のご報告 TOPICS

　第66期中間報告書で実施したアンケートにつきまして、443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。

　2018年7月11日、サンゲツ品川ショールームにて、「第2
回 株主さま向け会社説明会およびショールーム見学会」
を行いました。
　サンゲツからは、社長の安田をはじめ社外取締役を含む
取締役10名全員が出席し、約50名の株主さまにご参加い
ただきました。説明会では、安田より事業報告を行ったほ
か、取締役からの活動報告や、当社新商品のご紹介を行い
ました。また、説明会後には、品川ショールームの見学会
や、取締役との歓談の場を設けさせていただきました。
短い時間ではありましたが、株主さまにサンゲツグループ
の事業活動をよりご理解いただき、株主さまのご意見を直
接伺うことのできる、大変貴重な機会となりました。

軽食とともに、
和やかな雰囲気で
ご歓談いただきました

当社株式の取得理由Q.1 

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：1,563億円（2018年3月期連結）
従業員数：2,359名（2018年9月30日現在、連結）
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（2018年9月30日現在）

興味のある情報、投資家対応活動に期待することQ.3 

今後の保有方針Q.2 
当社へのご意見Q.4 

•堅実で安定した経営と増配を望んでおり、期待している
•リフォームが増える時代なので、成長を期待したい
•国内だけでなく、グローバル企業として飛躍してほしい
•会社の発展は社員から。女性活躍やダイバーシティにも
　積極的に取り組んでほしい
•品川での株主説明会など、個人投資家との対話の場を今後も設けてほしい
•業界以外の一般の人々に、ブランドを浸透させてほしい
•優良企業なのに知名度が低い。IR活動を強化するべき

サンゲツグループに対し、多くのご期待やご意見、叱咤激励をいただき、誠にありがとうございました。
当社では、これからも株主さまからの貴重なご意見をIR活動に反映し、
将来にわたって成長し続けられる企業として、皆さまのご期待に応えてまいります。

　サンゲツグループでは、持続可能な社会の実現に向けた
社会貢献活動を展開しています。中でも、「本業を通じた社
会貢献」として、児童福祉施設を中心に、当社商材を活用し
た内装改装支援を行っています。さらに、開発途上国への給
食費や絵本の寄付、スポーツ大会への運営ボランティア参
加など、さまざまな視点から社会貢献活動を積極化させ
ています。私たちはこれからも、健全な事業活動を通じて、
サステナブルな社会の実現に寄与してまいります。

例年株主さまにお送りしていたカレンダーにつきまして、
株主さまのご意見を参考に、ステークホルダーの皆さまへの
還元のあり方を慎重に検討した結果、本年よりこれを廃止
し、社会貢献活動への資金とさせていただくこととしました。
ご理解のほど、宜しくお願い申しあげます。

カーテン吊り替えの様子 施設の皆さまより、喜びの声をいただいています

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

無回答

長期保有

買い増し

短期保有(１年以内)

売却

無回答

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

株主さまとの懇談の場を設定

財務情報の開示の充実

CSR（企業の社会的責任）情報

投資家向け説明会の開催

Webサイトの充実

無回答

29% 30%

91%
2%

2%
2%

3%

25%
12%

11%
6%
6%

3%
3%

2%
1%

22%
16%

12%
8%

5%
2%
2%
2%
2%

株主さま
との対話 第2回 株主さま向け会社説明会を開催 サンゲツの

CSR活動 より社会に求められる企業となるために
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【写真紹介】
壁紙：BW2504、カーテン：SC2501、
レースカーテン：SC2724他
見本帳「ハンプシャーガーデンズ-EDA-」収録

見本帳「ハンプシャーガーデンズ-EDA-」は、イギ
リスの美しい自然に着想を得た、“ファブリックと壁
紙のトータルコーディネート”を提案する見本帳で
す。表紙では、優雅な幾何学の曲線が美しい壁紙
に、イギリスの庭園に欠かせない存在であるシャク
ヤクを織り込んだエレガントなカーテンと、リネン
ライクな風合いが魅力のレースカーテンを合わせ
ています。

〒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

2018年4月1日～9月30日

67

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。

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。

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。




