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(百万円未満切捨て)

１．平成31年３月期第１四半期の連結業績（平成30年４月１日～平成30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 ％

31年３月期第１四半期 42,680 3.0 2,529 24.2 1,803 19.1 563 2.9
30年３月期第１四半期 41,452 12.3 2,036 538.2 1,514 － 547 －

(注) 包括利益 31年３月期第１四半期 2,691百万円( 199.9％) 30年３月期第１四半期 897百万円( －％)
　

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

31年３月期第１四半期 4.65 3.98
30年３月期第１四半期 4.52 －

　

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

31年３月期第１四半期 187,900 74,649 30.1
30年３月期 185,359 72,283 29.9

(参考)自己資本 31年３月期第１四半期 56,632百万円 30年３月期 55,335百万円
　
　
　

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

30年３月期 － 3.00 － 3.00 6.00
31年３月期 －
31年３月期(予想) 3.00 － 15.00 －

(注1) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

(注2) 当社は平成30年10月１日を効力発生日として普通株式５株につき１株の割合をもって株式併合を実施する予定で
あるため、平成31年３月期（予想）の１株当たり期末配当金につきましては、当該株式併合を考慮した金額を記
載し、年間配当金合計は、「－」として記載しております。株式併合を考慮しない場合の平成31年３月期（予
想）の１株当たり期末配当金は、３円となり、１株当たり年間配当金は６円となります。詳細につきましては、
「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。

　

３．平成31年３月期の連結業績予想（平成30年４月１日～平成31年３月31日）
(％表示は、通期は対前期、四半期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

第２四半期(累計) 87,200 1.4 5,200 △4.7 4,400 △22.3 1,500 － 12.38
通期 178,000 1.6 12,500 3.9 11,000 △6.8 4,800 － 198.04

(注1) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　
(注2) 平成31年３月期の連結業績予想（通期）における１株当たり当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮

しております。株式併合を考慮しない場合の平成31年３月期の連結業績予想（通期）における１株当たり当期純
利益は39円61銭となります。詳細につきましては、「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」を
ご覧ください。
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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７ページ「四半期連結財務諸表に関する注記事項」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) 31年３月期１Ｑ 125,490,302株 30年３月期 125,490,302株

② 期末自己株式数 31年３月期１Ｑ 4,317,485株 30年３月期 4,315,618株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年３月期１Ｑ 121,174,246株 30年３月期１Ｑ 121,195,754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
・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２ページ「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。

（株式併合後の配当及び業績予想について）
当社は、平成30年６月22日開催の第101回定時株主総会において、株式併合について承認可決され、平成30年10
月１日を効力発生日として、普通株式５株につき１株の割合をもって株式併合を実施する予定です。併せて同日
付で単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）を実施する予定です。
なお、株式併合を考慮しない場合の平成31年３月期の配当予想及び連結業績予想は以下の通りとなります。
１．平成31年３月期の配当予想
　 １株当たり配当金
　 第２四半期 ３円00銭
　 期末 ３円00銭
２．平成31年３月期の連結業績予想
　 １株当たり当期純利益
　 第２四半期 12円38銭
　 期末 39円61銭
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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における経済環境は、貿易摩擦問題等の懸念材料を含みつつも、北米と欧州では個

人消費や設備投資の増加を背景に景気拡大が継続し、中国でも政策効果による景気持ち直しの動きが続きまし

た。日本経済においては、好調な企業収益の下で雇用情勢が着実に改善し、設備投資も増加する等、景気は緩や

かな拡大基調で推移しました。こうした中、当社では本年４月１日より「2018年中期経営計画」をスタートさせ

ました。本計画の長期的なあるべき姿を「独自性のある技術、人と組織のパフォーマンスで成長する高収益企

業」と設定し、計画初年度は「成長戦略の実現」「働き方改革の推進」及び「財務体質の強化」の３つを基本方

針として掲げております。本計画においては、新たな開発コンセプトとなる「サンケン パワーエレクトロニク

ス プラットフォーム」を構築し、競争力のある新製品のタイムリーな市場投入による売上拡大を図っておりま

す。また、在庫管理の取り組みを強化し、在庫と有利子負債の削減を通じた財務体質の改善にも努めておりま

す。これらの新たな取り組みを加えて、業績の伸長に注力した結果、当第１四半期連結累計期間の業績につきま

しては、半導体デバイス事業の製品販売は堅調に推移した一方、パワーシステム事業において不採算製品の販売

を抑制したことにより、売上高は426億80百万円と、前年同四半期に比べ12億28百万円（3.0％）の増加に留まり

ました。損益面につきましては、前期の構造改革実施による効果から、営業利益は25億29百万円と、前年同四半

期比４億92百万円（24.2％）の増加、経常利益は18億３百万円と、前年同四半期比２億89百万円（19.1％）の増

加となり、親会社株主に帰属する四半期純利益は５億63百万円と、前年同四半期比15百万円（2.9％）の増加とな

りました。

事業セグメント別の概況につきましては、次の通りです。

半導体デバイス事業では、エアコンや洗濯機など白物家電向け製品の販売が拡大し、自動車向け製品も堅調な

販売を維持したことから、当事業の連結売上高は364億85百万円と、前年同四半期比12億93百万円（3.7％）増加

いたしました。損益面につきましても、売上高の増加及び構造改革実施の効果に伴い、連結営業利益34億６百万

円と、前年同四半期比３億19百万円（10.3％）増加いたしました。

パワーシステム事業では、通信市場向け製品の販売は回復基調が継続いたしましたが、不採算のＡＶ・ＯＡ市

場向け製品について販売抑制を行ったことから、当事業の連結売上高は61億94百万円と、前年同四半期比64百万

円（1.0％）減少いたしました。損益面につきましては、売上製品構成の改善により、連結営業損失１億７百万円

（前年同四半期 営業損失３億５百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末における資産の部は、1,879億円となり、前連結会計年度末より25億40百万円増加い

たしました。これは主に、棚卸資産が31億20百万円、有形固定資産が40億67百万円増加し、受取手形及び売掛金が

27億80百万円減少したことなどによるものであります。

　負債の部は、1,132億50百万円となり、前連結会計年度末より１億74百万円増加いたしました。これは主に、支払

手形及び買掛金が８億34百万円、短期借入金が５億95百万円増加し、コマーシャル・ペーパーが10億円減少したこ

となどによるものであります。

　純資産の部は、746億49百万円となり、前連結会計年度末より23億66百万円増加いたしました。これは主に、非支

配株主持分が10億69百万円、為替換算調整勘定が９億４百万円増加したことなどによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成31年３月期連結業績予想につきましては、平成30年５月８日公表の数値から変更はありません。
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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
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 32,752 32,318

受取手形及び売掛金 34,656 31,875

商品及び製品 12,061 12,915

仕掛品 20,600 22,437

原材料及び貯蔵品 4,969 5,399

その他 5,644 4,262

貸倒引当金 △58 △64

流動資産合計 110,625 109,144

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 20,833 22,025

機械装置及び運搬具（純額） 30,690 31,286

工具、器具及び備品（純額） 1,427 1,441

土地 5,712 6,040

リース資産（純額） 503 476

建設仮勘定 4,800 6,764

有形固定資産合計 63,968 68,035

無形固定資産

ソフトウエア 2,936 2,926

その他 2,177 2,338

無形固定資産合計 5,114 5,265

投資その他の資産

投資有価証券 1,407 1,422

繰延税金資産 1,302 1,346

退職給付に係る資産 399 651

その他 2,782 2,275

貸倒引当金 △242 △242

投資その他の資産合計 5,651 5,453

固定資産合計 74,734 78,755

資産合計 185,359 187,900
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成30年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 20,634 21,469

短期借入金 13,339 13,935

1年内返済予定の長期借入金 500 500

1年内償還予定の社債 15,000 15,000

コマーシャル・ペーパー 7,000 6,000

リース債務 87 72

未払法人税等 412 877

未払費用 11,337 11,143

その他 1,370 2,058

流動負債合計 69,683 71,056

固定負債

社債 25,000 25,000

長期借入金 11,475 11,250

リース債務 67 61

繰延税金負債 1,796 1,883

役員退職慰労引当金 25 28

退職給付に係る負債 2,632 2,579

その他 2,395 1,391

固定負債合計 43,392 42,194

負債合計 113,076 113,250

純資産の部

株主資本

資本金 20,896 20,896

資本剰余金 26,003 26,044

利益剰余金 16,964 17,164

自己株式 △4,017 △4,018

株主資本合計 59,846 60,086

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 390 402

為替換算調整勘定 △909 △4

退職給付に係る調整累計額 △3,991 △3,850

その他の包括利益累計額合計 △4,510 △3,453

非支配株主持分 16,947 18,016

純資産合計 72,283 74,649

負債純資産合計 185,359 187,900
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

売上高 41,452 42,680

売上原価 30,375 31,137

売上総利益 11,076 11,543

販売費及び一般管理費 9,039 9,013

営業利益 2,036 2,529

営業外収益

受取利息 8 18

受取配当金 20 22

雑収入 104 48

営業外収益合計 132 89

営業外費用

支払利息 160 144

為替差損 206 517

雑損失 288 153

営業外費用合計 655 815

経常利益 1,514 1,803

特別利益

退職給付制度終了益 69 －

特別利益合計 69 －

特別損失

固定資産処分損 3 18

特別退職金 183 －

特別損失合計 186 18

税金等調整前四半期純利益 1,397 1,785

法人税等 840 636

四半期純利益 556 1,149

非支配株主に帰属する四半期純利益 9 586

親会社株主に帰属する四半期純利益 547 563
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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29年４月１日
　至 平成29年６月30日)

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

四半期純利益 556 1,149

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 48 11

為替換算調整勘定 185 1,390

退職給付に係る調整額 105 138

その他の包括利益合計 340 1,541

四半期包括利益 897 2,691

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 885 1,620

非支配株主に係る四半期包括利益 11 1,070
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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。

　

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　税金費用の計算

当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する方法を採用しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実

効税率を使用する方法によっております。

（追加情報）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を当第１四半期連

結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債

の区分に表示しております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成29年４月１日 至 平成29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

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

半導体
デバイス
事業

パワーシステム
事業

売上高

外部顧客への売上高 35,192 6,259 41,452 － 41,452

セグメント間の内部売上高
又は振替高

238 27 265 △265 －

計 35,431 6,286 41,717 △265 41,452

セ グ メ ン ト 利 益 又 は 損 失
（△）

3,087 △305 2,782 △745 2,036

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△745百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△746百万

円及び棚卸資産の調整額０百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般

管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30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

合計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

半導体
デバイス
事業

パワーシステム
事業

売上高

外部顧客への売上高 36,485 6,194 42,680 － 42,680

セグメント間の内部売上高
又は振替高

173 41 215 △215 －

計 36,659 6,236 42,895 △215 42,680

セ グ メ ン ト 利 益 又 は 損 失
（△）

3,406 △107 3,299 △769 2,529

(注) １．セグメント利益又は損失の調整額△769百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用△768百万

円及び棚卸資産の調整額△１百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一

般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

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

重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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