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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の連結業績（平成28年４月１日～平成28年６月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年３月期第１四半期 69,659 △12.2 △984 ― △3,041 ― △2,131 ―

28年３月期第１四半期 79,349 3.2 1,820 △40.4 3,260 1.8 2,886 8.5

(注) 包括利益 29年３月期第１四半期 △7,995百万円( ―％) 28年３月期第１四半期 4,810百万円( 293.9％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

29年３月期第１四半期 △15.43 ―

28年３月期第１四半期 20.90 ―
　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

29年３月期第１四半期 284,522 65,421 21.2 436.51

28年３月期 301,325 75,503 23.3 507.56

(参考) 自己資本 29年３月期第１四半期 60,284百万円 28年３月期 70,098百万円
　

　

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

28年３月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) ― 0.00 ― 15.00 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成29年３月期の連結業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 300,000 2.0 7,500 36.5 9,000 46.6 7,000 0.5 50.68

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特
有の会計処理の適用」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年３月期１Ｑ 140,331,565株 28年３月期 140,331,565株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 2,224,109株 28年３月期 2,222,736株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 138,108,308株 28年３月期１Ｑ 138,121,615株
　

　

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開
示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続きは終了しておりません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判
断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっ
ての注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将
来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間の世界経済は、先進国を中心に緩やかな景気回復が続いたものの、中国経済の景気

減速懸念や英国の欧州連合離脱問題の影響を受け、先行きの不透明感が高まりました。また、我が国経済におい

ても、雇用環境は堅調に推移したものの、個人消費の低迷と急激な円高進行や新興国景気の減速により、景況感

の後退と企業収益への影響が見え始めました。

このような環境下、当社グループは、「品質力とグローバル力を軸に環境から企業価値を創造する」という経

営方針のもと、重点基本戦略である「環境技術を軸とした売上成長」、「体質改革による事業競争力強化」、

「経営システム改革による経営革新」に積極的に取り組んでまいりました。

当第１四半期連結累計期間は、売上高69,659百万円（前年同期比12.2％減）、営業損失984百万円（前期は営

業利益1,820百万円）、経常損失3,041百万円（前期は経常利益3,260百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損

失2,131百万円（前期は親会社株主に帰属する四半期純利益2,886百万円）となりました。

　

セグメントの業績は次のとおりです。

Ａ．自動車機器事業

自動車機器事業においては、顧客の環境指向ニーズを的確に捉えた最先端の商品開発を進め、小型・軽量化、

省動力化を軸に価値ある製品を提供してまいりました。その結果、欧州・中国は堅調に推移しましたが、北米・

アジアにおける販売減、為替などの影響を受けたことにより、売上高は前年同期に比べ減収となりました。

利益については、部品の内製化やグローバル部品の調達構造改革等によるコスト削減、生産性改善に努めたも

のの、将来に向けた環境技術開発投資や販売減、為替などの影響により前年同期に比べ減益となりました。

その結果、売上高は49,754百万円（前年同期比9.4％減）、営業利益は159百万円（前年同期比91.5％減）とな

りました。

Ｂ．流通システム事業

店舗システム事業においては、顧客の成長戦略および環境志向に対応した製品・システム・サービスのトータ

ルな提案・提供を継続してまいりましたが、国内における需要拡大が一服したこともあり、売上高は前年同期に

比べ減収となりました。

ベンディングシステム事業においては、当社独自のＣＯ2ヒートポンプ自販機を基軸に積極的な環境製品の開発

とコーヒーサーバー等の新規領域の拡大を図りましたが、国内市場での設備投資需要の減少等により、前年同期

に比べ減収となりました。

利益については、コスト削減、生産性改善を中心とした体質改革への取り組みを継続・徹底してまいりました

が、販売減の影響を受け、前年同期に比べ減収となりました。

その結果、流通システム事業全体での売上高は17,376百万円（前年同期比20.6％減）、営業損失は490百万円

（前期は営業利益701百万円）となりました。

Ｃ．その他

将来の成長に向けた重点基本戦略に基づき、自然冷媒ＣＯ2を使用したヒートポンプ式給湯機（エコキュート）

のグローバル展開を推進しております。加えて環境技術を活かした温水暖房機等において、独自技術の開発を進

めるため積極投資を継続し、新たな事業領域の拡大に取り組んでおります。
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（２）財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、主に受取手形及び売掛金、棚卸資産の減少等により、前連結会

計年度末に比べて16,802百万円減少し、284,522百万円となりました。

負債については、有利子負債の減少等があり、前連結会計年度末に比べて6,721百万円減少し、219,100百万円と

なりました。

純資産については、為替換算調整勘定等により、前連結会計年度末に比べて10,081百万円減少し、65,421百万円

となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年５月10日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。

なお、昨今の円高の進行に鑑み、第２四半期以降の想定為替レートにつきましては、1US$を110円から105円、

1EUROを125円から115円に変更いたしました。

また、事業競争力強化のために構造改革を進めてまいります。詳細につきましては、平成28年８月５日公表の

『構造改革施策の実施に関するお知らせ』をご参照下さい。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、見積実効税率を用いて計算すると著しく合理性を欠く場合には、「中間財務諸表等における税効果会

計に関する実務指針」第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,491 16,923

受取手形及び売掛金 85,403 78,989

商品及び製品 25,225 23,132

仕掛品 8,563 9,591

原材料 13,968 11,744

その他のたな卸資産 2,828 3,117

繰延税金資産 2,359 3,037

未収入金 6,062 5,147

未収消費税等 4,581 3,745

その他 8,340 8,227

貸倒引当金 △1,863 △2,020

流動資産合計 172,961 161,634

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 22,713 21,682

機械装置及び運搬具（純額） 27,495 27,540

工具、器具及び備品（純額） 6,371 6,054

土地 18,697 18,791

リース資産（純額） 6,334 6,042

建設仮勘定 7,943 5,446

有形固定資産合計 89,555 85,558

無形固定資産

のれん 401 405

リース資産 115 156

その他 4,389 4,210

無形固定資産合計 4,906 4,772

投資その他の資産

投資有価証券 29,203 27,877

退職給付に係る資産 115 115

繰延税金資産 2,765 2,627

その他 1,994 2,046

貸倒引当金 △177 △110

投資その他の資産合計 33,901 32,556

固定資産合計 128,363 122,887

資産合計 301,325 284,522
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 56,107 55,540

短期借入金 52,873 51,449

1年内返済予定の長期借入金 20,447 19,752

未払金 11,206 7,222

リース債務 1,551 1,442

未払法人税等 681 414

賞与引当金 4,279 5,520

売上割戻引当金 863 1,018

製品保証引当金 1,793 1,897

繰延税金負債 6 -

その他 8,783 9,034

流動負債合計 158,593 153,293

固定負債

長期借入金 55,621 54,321

リース債務 4,800 4,650

繰延税金負債 305 333

退職給付に係る負債 3,452 3,218

役員退職慰労引当金 179 172

環境費用引当金 372 328

株式報酬引当金 49 74

その他 2,445 2,708

固定負債合計 67,228 65,807

負債合計 225,821 219,100

純資産の部

株主資本

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 3,747 3,747

利益剰余金 54,021 49,805

自己株式 △1,221 △1,222

株主資本合計 67,584 63,368

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,496 2,065

繰延ヘッジ損益 △147 △155

為替換算調整勘定 1,464 △3,923

退職給付に係る調整累計額 △1,299 △1,070

その他の包括利益累計額合計 2,513 △3,083

非支配株主持分 5,405 5,136

純資産合計 75,503 65,421

負債純資産合計 301,325 284,522

決算短信（宝印刷） 2016年08月05日 09時25分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



サンデンホールディングス株式会社(6444) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

6

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 79,349 69,659

売上原価 65,064 57,594

売上総利益 14,284 12,064

販売費及び一般管理費 12,464 13,049

営業利益又は営業損失（△） 1,820 △984

営業外収益

受取利息 14 11

受取配当金 89 85

為替差益 323 -

持分法による投資利益 1,542 822

その他 214 186

営業外収益合計 2,183 1,105

営業外費用

支払利息 657 582

為替差損 - 2,306

その他 86 273

営業外費用合計 743 3,162

経常利益又は経常損失（△） 3,260 △3,041

特別利益

固定資産売却益 278 1

受取保険金 - 357

その他 51 16

特別利益合計 330 375

特別損失

固定資産処分損 136 8

災害による損失 - 55

その他 - 19

特別損失合計 136 82

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

3,454 △2,749

法人税等 430 △708

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,023 △2,040

非支配株主に帰属する四半期純利益 136 90

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

2,886 △2,131
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,023 △2,040

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 676 △431

繰延ヘッジ損益 4 △7

為替換算調整勘定 904 △4,018

退職給付に係る調整額 208 229

持分法適用会社に対する持分相当額 △6 △1,726

その他の包括利益合計 1,786 △5,955

四半期包括利益 4,810 △7,995

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 4,646 △7,727

非支配株主に係る四半期包括利益 164 △268
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車機器
事業

流通システム
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 54,894 21,878 76,772 2,576 79,349 ― 79,349

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 54,894 21,878 76,772 2,576 79,349 ― 79,349

セグメント利益
又は損失(△)

1,871 701 2,573 △752 1,820 ― 1,820

(注) １．「その他」の区分は、車両販売事業、住環境システム事業、電子事業等を含んでおります。
２． セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計 調整額

四半期連結
損益計算書
計上額
(注２)

自動車機器
事業

流通システム
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 49,754 17,376 67,131 2,528 69,659 ― 69,659

セグメント間の内部
売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 49,754 17,376 67,131 2,528 69,659 ― 69,659

セグメント利益
又は損失(△)

159 △490 △331 △653 △984 ― △984

(注) １．「その他」の区分は、車両販売事業、住環境システム事業、電子事業等を含んでおります。
２． セグメント利益又は損失(△)の合計額は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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