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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。

カーテン：AC5386･AC5554
 見本帳「AC2019-2022」収録
壁 紙：FE6160
 見本帳「ファイン1000 2019-2021」収録

フラワーコーディネーターの自宅をイメージした、
シャビーシックなお部屋。カーテンには、かすれ感の
あるダマスク柄（AC5386）にアンティーク調の刺繍
が施されたレース（AC5554）を合わせ、壁紙には
経年の深い味わいを表現したコンクリート調の壁紙
（FE6160）を使用しています。様々なニュアンスの
「白」が織りなす、洗練された大人の空間です。

【写真紹介】



※ CCC：Cash Conversion Cycle

Top Message
株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り、厚くお礼申しあげます。

　2020年3月期 第2四半期連結累計期間の連結売上高は800億64百
万円（前年同期比5.4％増）、営業利益は45億45百万円（前年同期比
107.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は36億35百万円
（前年同期比97.7％増）と、半期としては過去最高益となりました。
　セグメント別の状況は、インテリアセグメントでは、特に壁装材で
商品価格の改定による収益改善が進んだほか、床材では昨年発売し
た商品が市場の評価を得て伸長しました。また、ホテル・オフィスを
中心とした非住宅市場の需要増も追い風となり、全体として好調に
推移しました。エクステリアセグメントでは、自然災害の復旧や安全
意識の高まりによる防災対策工事等が増加し、業績を伸ばしました。
一方、海外セグメントにおいては、米国のホテル改修需要が一巡後低迷
しており、また中国における大型マンション建設の減少等、厳しい市場

環境となる中、米国Koroseal Interior Products Holdings,Inc.（以下、Koroseal社）の生産設備の更新や、東南アジア
のGoodrich Global Holdings Pte.,Ltd.における組織体制整備等、事業基盤の強化に注力しました。

•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

株主の皆さまへ

第68期　第2四半期のサンゲツグループ

2020年3月期　通期見通し

　当社グループでは、より持続的な成長を目指し、健康
経営をベースとした働き方改革を進めています。
　本年4月には「サンゲツ健康保険組合」を設立し、健康診
断の充実等、社員がより「健康に、生き生きと」能力を発揮
し得る環境づくりに努めました。また、社会への責任ある
企業としての社会貢献活動や、環境負荷の把握も積極的
に推進しています。 
　ガバナンス面においては、本年6月の株主総会で承認さ
れた、新たな取締役会構成において、監査等委員を兼ねる
取締役と業務執行取締役の比率は5：2、独立社外取締役と
社内取締役の比率は4：3とし、社外取締役の視点をより経
営に取り入れる体制づくりを行いました。

　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、中間配当金につきましては、1株あた
り28円50銭とさせていただきます。
　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、引き続き変わらぬご支援を
賜りますよう、お願い申しあげます。

安田　正介代表取締役　社長執行役員

中長期的な視野を持ち、より持続的な成長へ 株主さまへの還元について

●  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。

ROE ： 8％～10％中期経営計画「PLG 2019」最終年度目標

付随目標

売上高

1,630億円
 （1.6％）

営業利益

80億円
 （35.7％）

経常利益

83億円
 （23.9％）

親会社株主に
帰属する
当期純利益

57億円
 （59.2％）

通 期

（％表示は対前期増減率）

（予想）

5,700

3,635

47.5

25.0

52.5

（予想）

57.0

28.5

56.5

28.0

55.5

27.5

■ 第2四半期　■ 通期 ● 配当性向
（円） （％）

2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

1株あたり配当金と
配当性向

（予想）

22.5

売上高

■ 第2四半期　■ 通期 ■ 第2四半期　■ 通期

2016.3 2017.3 2018.3 2019.3

800  億 64 百万円

（百万円） （百万円） （百万円）
■ 第2四半期　■ 通期

5.4％前年同期比

133,972 135,640

64,989

9,112

2020.3 2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3

80,064

156,390 160,422

75,503 75,963

163,000
（予想）

8,000
（予想）

4,5455,033

6,393

3,225
2,869

6,570

3,579

1,839

4,514

1,810

※  2019年3月期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、2019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。

7,572

営業利益

45  億 45百万円
107.7 ％前年同期比

36  億 35百万円
97.7 ％前年同期比

四半期（当期）純利益親会社株主
に帰属する

64,256
4,559

3,558
2,423

5,895

2,188

52.8 53.8

80.5
98.6

61.5

2016.3 2017.3 2018.3 2019.3 2020.3
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百万円
80,064
連結売上高

事業概況（2020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

▶ セグメント別売上構成比 ▶ セグメント別業績

海外セグメント
12.5 %エクステリア

セグメント
10.4%

インテリア
セグメント
77.1%

売 上 高 ：  61,898百万円
  （前年同期比9.3％増）

営業利益 ：  4,570百万円
  （前年同期比92.6%増）

 海外セグメント

売 上 高： 10,036百万円
 （前年同期比3.0％減）

営業利益： △404百万円
 （前年同期は営業損失378百万円）

 エクステリアセグメント

売 上 高： 8,308百万円
 （前年同期比13.7％増）

営業利益： 382百万円
 （前年同期比111.8％増）

インテリアセグメント
インテリアエレメント別売上高

壁装材 29,880百万円
床 材 21,907百万円
ファブリック   4,126百万円
その他   5,984百万円 　

壁紙生産設備

デジタルプリント壁紙印刷機

連結キャッシュ・フロー計算書

2019年3月末 2019年9月末

（百万円）

8,022 △3,247

△3,533
13

26,613

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

27,868

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
35,688

無形固定資産
16,686

投資その他の資産
20,825

株主資本  97,897
その他の包括利益累計額

 1,241
新株予約権  84
非支配株主持分

 919

（百万円） 170,875 167,511

170,875  167,511 

資産合計

負債・純資産合計 負債・純資産合計

資産合計

97,674
流動資産 流動資産

95,869

固定資産
73,200

固定資産
71,641

有形固定資産
36,123
無形固定資産
15,677
投資その他の資産
19,841

流動負債  39,389
固定負債  31,342

株主資本  98,251
その他の包括利益累計額

 694
新株予約権  84
非支配株主持分

886

流動負債  36,863
固定負債  30,732

2019年3月末 2019年9月末

2019年3月末 2019年9月末

負債
 70,732 

純資産
 100,143 

負債
 67,595 

純資産
99,915

売上高
2020年3月期（第2四半期）

連結損益計算書

売上総利益

売上原価

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

80,064
［+5.4%］

［+2.4%］

［+12.2%］
26,403

［＋107.7%］
4,545

［＋97.7%］
3,635［＋84.1%］

4,895
［＋96.3%］

5,043

販売費
及び

一般管理費

［+2.4%］
21,858

営業外収益 454
営業外費用 104

法人税、住民税
及び事業税 1,523
法人税等調整額 △102

（百万円）
［%表示は対前年同四半期増減率］

特別利益  166
特別損失 17

53,660

　当社グループは、海外の事業基盤整備として、米国Koroseal社が持つLouisville工場
の壁紙生産体制を強化しました。成長分野であるデジタルプリント壁紙印刷機の増強に
加え、壁紙生産設備2基の更新を行い、稼働をスタートしています。この新たな生産設備
では、従来別工程であった作業が一つの機械で生産可能となり、作業効率の改善とリー
ドタイムの短縮につながりました。また、印刷機能の向上により生産コストも低減し、より
短期間で質の高い商品の生産が可能となりました。
　インテリア業界におけるデザインや商品のグローバル化が進む中、世界市場を視野に
入れた事業展開は、グループ全体の成長に向けた大きなテーマとなっています。当社グ
ループは今後も、バリューチェーン全体における事業基盤の強化に努めてまいります。

米国Koroseal社での壁紙生産体制強化

Pick up news 海外セグメント

決算のポイント

なお、2019年4月5日付で、当社の連結子
会社である山田照明株式会社の全株式
を譲渡したことから、第1四半期連結会計
期間より、照明器具セグメントを除外して
おります。

売上高においては、主力の
インテリアセグメントが堅
調に推移したほか、エクス
テリアセグメントにおいて
も防災対策工事等の需要
により、伸長しました。
利益面においては、商品卸
売価格改定の市場浸透や、
エクステリアセグメントに
おける売上総利益率の改
善が進みました。

●

●
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株主さまアンケート結果のご報告

第3回 株主さま向け会社説明会を開催

　2019年7月10日、サンゲツ品川ショールームにて、「第3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、約60名の株主さまにご参
加いただきました。
　説明会では、社長の安田による事業報告のほか、新任社外取締役である
宇田川をはじめとする社外取締役より、ごあいさつをさせていただきまし
た。また、説明会後には、品川ショールームの見学会や、当社の商品が当た
るお楽しみ抽選会を実施しました。当社はこれからも、株主さまとの交流を
大切にしながら、企業価値の向上に努めてまいります。

株主さまとのコミュニケーション TOPICS

第67期中間報告書で実施したアンケートにつきまして、392名の株主の皆さまからご回答をいただきました。
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。

　「世界に誇れる、人々が集う社交場」として、1922年に皇居の
向かいに開場した「東京會舘」。初代、2代目と経て、2019年1月
に3代目の本舘がリニューアルオープンしました。
　当社は、初代本舘の時代から「ROSSINI」の名を残すグリル
レストラン「Roast Beef & Gril l  ROSSINI」、若い世代
も気軽に利用できるオールデイダイニング「ROSSINI  
TERRACE」、和装挙式に対応する「神殿」および「神殿前廊下」
に、特注デザインのカーペットを採用いただきました。

社外取締役も全員出席し、当社のガバナンス体制について
お話しさせていただきました

　サンゲツグループでは、地域とともに豊かな社会づくりに
貢献するために、継続的な社会貢献活動を展開しています。「本
業を通じた社会貢献」として継続している、当社商材を使用した
児童養護施設等への内装改装支援は、2019年3月期には20件
となりました。このほかにも、平日のすきま時間を活用した、参
加しやすい活動の考案や、社員のボランティア活動を金額換算
し、会社からの寄付活動につなげる制度「サンゲツマッチングギ
フトプログラム」の実施など、活動の幅を広げています。
　当社はこれからも、「社員一人ひとりが自主的に、そして自ら
汗をかいて社会に奉仕する」活動を進めてまいります。

納品実績 サンゲツのCSR活動

伝統を守りつつ、新たな一歩を踏み出す、
「NEWCLASSICS.」を体現する空間

当社株式の取得理由
(上位4回答)

Q.1 

配当

安定性

成長性・将来性

財務内容

26%
25%

16%
11%

今後の保有方針Q.2 

82%

1%
1%

4%
12%

長期保有 買い増し 無回答

短期保有(１年以内) 売却

当社へのご意見（一部）Q.4 
•これからもがんばってください。株価・配当金の上昇を期待しています。
•株主さま向け会社説明会に参加しました。とても良いことで、
　ぜひ継続を願います。
•地元企業なので応援している。常に魅力的な商品作りをしてください。
•業界ではトップですが、まだ知名度が低い。
　もっとブランドイメージを高めるように活動をしてほしい。

興味のある情報、投資家対応活動に期待すること
(上位4回答)

Q.3 

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

29%
25%

12%
11%

株式会社メック・デザイン・インターナショナル

物件名

撮　影

設計・デザイン

東京會舘 本舘（東京都 千代田区）

株式会社ナカサアンドパートナーズ

一人ひとりが主体的に参加する、社会貢献活動

オールデイダイニングにふさわしい、
爽やかなブルーグレーをキーカラーとした
「ROSSINI TERRACE」

オペラ劇場をモチーフに、
重厚なピジョンレッドをキーカラーとした
「Roast Beef & Grill ROSSINI」

児童養護施設での内装改装支援アジアの子どもたちに絵本を届ける運動

● 児童養護施設等への、当社商材を使用した内装改装支援 20件
●「アジアの子どもたちに絵本を届ける運動」活動   

 （「公益社団法人 シャンティ国際ボランティア会」） 40冊
● 食事代金の一部をアフリカ・アジアの子どもたちへの給食費
 として寄付する活動（TABLE FOR TWO） 約7，500食分
●自然保護活動、スポーツボランティア等の活動 8件

2019年3月期  CSR活動の実績（一部）

厳かな和の空間「神殿前廊下」
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資 本 金：136億1,610万円
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証券コード8130
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68

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。

カーテン：AC5386･AC5554
 見本帳「AC2019-2022」収録
壁 紙：FE6160
 見本帳「ファイン1000 2019-2021」収録

フラワーコーディネーターの自宅をイメージした、
シャビーシックなお部屋。カーテンには、かすれ感の
あるダマスク柄（AC5386）にアンティーク調の刺繍
が施されたレース（AC5554）を合わせ、壁紙には
経年の深い味わいを表現したコンクリート調の壁紙
（FE6160）を使用しています。様々なニュアンスの
「白」が織りなす、洗練された大人の空間です。

【写真紹介】




