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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第２四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年９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 ％

2020年３月期第２四半期 127,988 △6.9 148 88.7 △2,676 － 1,778 －

2019年３月期第２四半期 137,474 △2.8 78 △95.7 △463 － △1,184 －
(注) 包括利益 2020年３月期第２四半期 △231百万円( －％) 2019年３月期第２四半期 △4,039百万円( －％)
　

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

2020年３月期第２四半期 64.22 －

2019年３月期第２四半期 △42.82 －
　

　

（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

2020年３月期第２四半期 239,902 23,364 8.1 698.27

2019年３月期 246,401 23,538 7.7 685.04
(参考) 自己資本 2020年３月期第２四半期 19,372百万円 2019年３月期 18,959百万円
　

　

　

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

2019年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2020年３月期 － 0.00

2020年３月期(予想) － 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020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 215,000 △21.5 500 △43.8 △4,000 － 9,000 － 324.92
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
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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 ： 有

　 (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 1社（社名） SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LTD.
　

(注)詳細は、添付資料Ｐ．10「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
(当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動)をご覧ください。

　

（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．10「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項
(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 ： 有

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) 2020年３月期２Ｑ 28,066,313株 2019年３月期 28,066,313株

② 期末自己株式数 2020年３月期２Ｑ 322,074株 2019年３月期 389,207株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期２Ｑ 27,699,397株 2019年３月期２Ｑ 27,657,096株
　

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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

当社グループは、2023年度を最終年度とする中期経営計画（名称：ＳＣＯＰＥ２０２３）を達成するために

「生産体制の抜本的見直し」、「基盤収益力の向上」、「積極的な『協創』による成長」、「資産改革による

キャッシュフロー創出」、「実行のための仕組み改革」の５つの改革プランに日々取り組んでおります。

当第２四半期連結累計期間の世界経済及び日本経済は、米中貿易摩擦の一層の激化や中国経済の減速、欧州

における英国の欧州連合（EU）離脱問題の長期化、インド地域の成長鈍化等、景気の先行きに不透明性が高ま

り、製造業の減速感も高まっております。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、流通システム事業の販売増があるものの、中国市場等海

外を中心とした自動車販売の減速等の影響を受け、127,988百万円（前年同期比6.9％減）となりました。損益

につきましては、自動車事業の減収の影響はありましたが、流通事業の増収影響、全社的な収益性向上に向け

たコスト改善活動の取り組みにより、営業利益は148百万円（前年同期比88.7％増）、経常損失は2,676百万円

（前年同期は経常損失463百万円）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、当期及び今後の業績

見通し等を勘案し、繰延税金資産の回収可能性について慎重に検討した結果、回収可能性のある部分について

繰延税金資産を計上することとし、1,778百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失1,184百万

円）となりました。

　

　セグメントの経営成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。しかしながら、世界的な自動車市場の減速影響を受けた主

要顧客の需要減により、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、原価低減や更なる費用見直しを進めましたが、急激な販売減により、前年同期に比べ減益

となりました。

その結果、売上高は79,628百万円（前年同期比20.6％減）、営業損失は2,244百万円（前年同期は営業利益

1,459百万円）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、顧客の成長戦略及び環境指向に対応した製品・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。売上高はコンビニエンスストアの新規出店の鈍化はあるものの、国

内店舗システムにおけるコーヒーサーバーの新規納入等により前年同期に比べ増収となりました。

コールドチェーン事業においては、国内自動販売機市場の伸び悩みがあるものの、積極的な新製品の展開ま

た環境製品の開発や産地から店舗までを繋ぐ新サービスの提案によるビジネス拡大を図り、売上高は前年同期

に比べ増収となりました。

利益については、規模増の影響等により、前年同期に比べ増益となりました。その結果、売上高は43,196百

万円（前年同期比33.9％増）、営業利益は2,439百万円（前年同期は営業損失1,083百万円）となりました。

　（２）財政状態に関する説明

Ａ．資産、負債及び純資産の状況

当第２四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の減少により、前連結会計年度末

に比べて6,498百万円減少し、239,902百万円となりました。

負債については、主に支払手形及び買掛金等の減少により、前連結会計年度末に比べて6,324百万円減少し、

216,537百万円となりました。

純資産については、親会社株主に帰属する四半期純利益等の増加はあるものの、為替換算調整勘定の減少等

により、前連結会計年度末に比べて174百万円減少し、23,364百万円となりました。
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Ｂ．キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,438百万円減少し、

11,591百万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少等により8,875百万円（前年同期比9,616百万円の収

入増）となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出5,293百万円等により、△7,227百万

円（前年同期比2,209百万円の支出増）となりました。

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済及び社債の償還により11,348百万円等の支出があ

ったものの、短期借入金の純増減額9,721百万円の収入等により、△2,783百万円（前年同期比10,793百万円の

収入減）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

最近の業績の動向等を踏まえ、2019年５月15日に公表しました2020年３月期の連結業績予想を下記のとおり

修正しております。

2020年３月期 通期連結業績予想数値の修正(2019年４月１日～2020年３月31日)

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

前回発表予想（Ａ）
百万円

275,000

百万円

3,000

百万円

2,500

百万円

500

円 銭

18.07

今回修正予想（Ｂ） 215,000 500 △4,000 9,000 324.92

増減額（Ｂ－Ａ） △60,000 △2,500 △6,500 8,500 ―

増減率（％） △21.8% △83.3% ― ― ―

（ご参考）前年実績

（2019年３月期）
273,934 889 564 △23,060 △833.58

詳細につきましては、本日付け「業績予想の修正及び特別損益の計上（見込み）に関するお知らせ」をご参

照ください。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,030 15,072

受取手形及び売掛金 73,591 60,083

商品及び製品 24,142 25,425

仕掛品 11,685 11,438

原材料 9,249 8,832

その他のたな卸資産 3,194 3,194

未収入金 5,975 3,976

未収消費税等 4,575 4,450

その他 9,531 8,579

貸倒引当金 △16,562 △16,805

流動資産合計 138,412 124,247

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,767 20,393

機械装置及び運搬具（純額） 20,873 19,831

工具、器具及び備品（純額） 5,217 5,015

土地 16,776 16,422

リース資産（純額） 7,615 10,715

建設仮勘定 6,187 6,148

有形固定資産合計 77,436 78,525

無形固定資産

のれん 27 19

リース資産 351 398

その他 3,699 3,986

無形固定資産合計 4,078 4,404

投資その他の資産

投資有価証券 21,873 23,016

退職給付に係る資産 110 110

繰延税金資産 2,240 7,516

その他 5,856 4,737

貸倒引当金 △3,606 △2,655

投資その他の資産合計 26,473 32,724

固定資産合計 107,988 115,655

資産合計 246,401 239,902
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 50,000 46,292

短期借入金 51,513 60,052

1年内償還予定の社債 1,505 1,785

1年内返済予定の長期借入金 23,704 23,592

未払金 7,553 7,851

リース債務 2,175 2,932

未払法人税等 478 658

賞与引当金 3,347 2,904

売上割戻引当金 426 238

製品保証引当金 2,782 2,258

損害賠償損失引当金 432 26

その他 12,789 11,217

流動負債合計 156,710 159,813

固定負債

社債 5,832 4,940

長期借入金 47,939 36,768

リース債務 5,974 8,361

繰延税金負債 245 255

退職給付に係る負債 3,653 4,046

環境費用引当金 243 219

株式報酬引当金 255 171

その他 2,005 1,961

固定負債合計 66,151 56,724

負債合計 222,862 216,537

純資産の部

株主資本

資本金 11,037 11,037

資本剰余金 3,579 3,579

利益剰余金 10,484 12,263

自己株式 △877 △753

株主資本合計 24,225 26,127

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 257 221

繰延ヘッジ損益 △84 △74

為替換算調整勘定 △4,297 △5,335

退職給付に係る調整累計額 △1,140 △1,566

その他の包括利益累計額合計 △5,265 △6,754

非支配株主持分 4,579 3,992

純資産合計 23,538 23,364

負債純資産合計 246,401 239,902
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（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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 137,474 127,988

売上原価 114,072 105,332

売上総利益 23,402 22,656

販売費及び一般管理費 23,323 22,507

営業利益 78 148

営業外収益

受取利息 34 227

受取配当金 17 13

為替差益 1,111 －

持分法による投資利益 － 619

その他 367 367

営業外収益合計 1,531 1,228

営業外費用

支払利息 1,276 1,283

為替差損 － 1,817

持分法による投資損失 56 －

その他 740 952

営業外費用合計 2,073 4,053

経常損失（△） △463 △2,676

特別利益

固定資産売却益 203 33

投資有価証券売却益 63 9

その他 5 8

特別利益合計 273 51

特別損失

固定資産処分損 104 264

構造改革費用 － 377

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 109 －

その他 157 55

特別損失合計 371 697

税金等調整前四半期純損失（△） △562 △3,322

法人税等 793 △4,683

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,356 1,360

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △171 △418

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（△）

△1,184 1,778
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,356 1,360

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 0 △38

繰延ヘッジ損益 △69 10

為替換算調整勘定 441 △954

退職給付に係る調整額 163 △426

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,220 △183

その他の包括利益合計 △2,683 △1,591

四半期包括利益 △4,039 △231

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,648 289

非支配株主に係る四半期包括利益 △391 △520
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △562 △3,322

減価償却費 5,489 5,404

賞与引当金の増減額（△は減少） △563 △414

貸倒引当金の増減額（△は減少） 41 △27

製品保証引当金の増減額（△は減少） △377 △477

損害賠償損失引当金の増減額（△は減少） △889 △405

受取利息及び受取配当金 △51 △241

支払利息 1,276 1,283

持分法による投資損益（△は益） 56 △619

構造改革費用 － 377

在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 109 －

売上債権の増減額（△は増加） △277 11,862

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,453 △2,036

未収入金の増減額（△は増加） 218 1,936

未収消費税等の増減額（△は増加） △1,763 268

仕入債務の増減額（△は減少） △1,403 △3,091

未払金の増減額（△は減少） 837 △343

未払費用の増減額（△は減少） 1,066 266

その他 △447 △2,073

小計 △693 8,342

利息及び配当金の受取額 1,518 1,611

利息の支払額 △1,300 △1,340

特別退職金の支払額 － △228

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △265 489

営業活動によるキャッシュ・フロー △740 8,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △6,595 △5,293

有形固定資産の売却による収入 1,265 2,257

無形固定資産の取得による支出 △279 △630

投資有価証券の取得による支出 △110 △100

投資有価証券の売却による収入 742 19

定期預金の預入による支出 － △3,480

その他 △40 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,018 △7,227
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(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,606 9,721

長期借入れによる収入 15,259 177

長期借入金の返済による支出 △8,675 △10,736

社債の発行による収入 1,469 －

社債の償還による支出 △250 △612

リース債務の返済による支出 △1,302 △1,446

自己株式の取得による支出 △231 △0

自己株式の売却による収入 261 123

非支配株主への配当金の支払額 － △11

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

△127 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,010 △2,783

現金及び現金同等物に係る換算差額 70 △302

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,321 △1,438

現金及び現金同等物の期首残高 18,776 13,030

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,097 11,591
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（４）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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)

税金費用の計算 税金費用については、当第２四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。

（当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動）

当第２四半期連結会計期間において、連結子会社であった SANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) LTD.は、連結子会社であ

るSANDEN INTERNATIONAL (EUROPE) GMBHを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外していま

す。

（会計方針の変更）

国際財務報告基準を適用している子会社は、第１四半期連結会計期間より、国際財務報告基準第16号「リース」(以下

「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則としてすべてのリースを貸借対照表

に資産及び負債として計上することとしました。 IFRS第16号の適用については、経過的な取扱いに従っており、会計方

針の変更による累積的影響額を第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に計上しております。

この結果、当第２四半期連結会計期間末の「有形固定資産」が1,657百万円増加し、流動負債の「リース債務」が427

百万円及び固定負債の「リース債務」が1,293百万円増加しております。当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響

は軽微であります。また、当第２四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャ

ッシュ・フローの支出が148百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローの支出が148百万円増加しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)

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 100,240 32,267 132,507 4,967 137,474 － 137,474

セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － － － －

計 100,240 32,267 132,507 4,967 137,474 － 137,474

セグメント利益又は損失(△) 1,459 △1,083 375 △297 78 － 78

(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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)

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 79,628 43,196 122,824 5,163 127,988 － 127,988

セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － － － － － －

計 79,628 43,196 122,824 5,163 127,988 － 127,988

セグメント利益又は損失(△) △2,244 2,439 194 △46 148 － 148

(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。
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