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（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 ％

2023年３月期第１四半期 8,170 △7.0 △590 － △245 － △197 －

2022年３月期第１四半期 8,785 △6.6 △218 － △1 － △12 －

（注）包括利益 2023年３月期第１四半期△349百万円（－％） 2022年３月期第１四半期 135百万円（176.1％）

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

2023年３月期第１四半期 △12.12 －

2022年３月期第１四半期 △0.77 －

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

2023年３月期第１四半期 41,858 30,124 71.8 1,841.46

2022年３月期 45,457 30,633 67.2 1,871.87

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 30,065百万円 2022年３月期 30,562百万円

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

2022年３月期 － － － 10.00 10.00

2023年３月期 －

2023年３月期（予想） － － 30.00 30.00

（％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） 19,000 1.6 △700 － △400 － △300 － △18.37

通期 47,000 17.9 100 － 700 43.7 500 － 30.62

１．2023年３月期第１四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期１Ｑ 17,000,000株 2022年３月期 17,000,000株

②  期末自己株式数 2023年３月期１Ｑ 673,002株 2022年３月期 673,002株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期１Ｑ 16,326,998株 2022年３月期１Ｑ 16,577,327株

※  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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

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：無

（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

(注）詳細は、添付資料P.７「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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P.２「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。



①　個別経営成績（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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年３月期第１四半期 4,757 △18.3 △611 － △261 － △191 －

2022年３月期第１四半期 5,823 △7.3 △245 － △91 － △72 －

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

2023年３月期第１四半期 △11.73 －

2022年３月期第１四半期 △4.37 －

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

2023年３月期第１四半期 34,002 27,016 79.5 1,654.72

2022年３月期 36,869 27,709 75.2 1,697.16

（参考）自己資本 2023年３月期第１四半期 27,016百万円 2022年３月期 27,709百万円

（％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 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） 11,000 △11.9 △800 － △500 － △400 － △24.50

通期 28,000 6.4 △500 － 100 △60.8 100 － 6.12

（参考）四半期個別業績

（１）2023年３月期第１四半期の個別業績（2022年４月１日～2022年６月30日）

②　個別財政状態

（２）個別業績予想

2023年３月期の個別業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無

※　業績予想の適切な利用に関する説明

　上記の業績予想は、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。
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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、第13次中期経営計画（2022年４月～2025年３月）において、経営理念の下、Innovationに積極

的に取組み、持続的成長を目指し、「お客さま、社会のニーズに応える事業基盤の強化」、「安全・品質の確保と

施工力強化」、「人財の確保・育成と働き方改革の推進」、「ＤＸ推進等による生産性・収益性向上」、「ガバナ

ンスの確保」、「ＳＤＧｓへの取組み」の６項目を重点方針として取り組んでおります。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、電力部門の受注減を本社、ベトナム、ブルネイを始めとした国

内外の内線部門でカバーしたことにより受注高は97億62百万円（前年同四半期比8.5％増）、工事進捗の遅れや地

政学リスクの影響による工事の中断があり売上高は81億70百万円（前年同四半期比7.0％減）となりました。

　利益面では、資材の早期発注に努めたものの価格高騰により利益改善率が低く、売上総利益が減少したことによ

り営業損失５億90百万円（前年同四半期は営業損失２億18百万円）、受取地代家賃が例年通り堅調に推移し、為替

差益１億64百万円の計上により経常損失２億45百万円（前年同四半期は経常損失１百万円）、親会社株主に帰属す

る四半期純損失１億97百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失12百万円）となりました。

　セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

（日本）

　当第１四半期連結累計期間の売上高は49億63百万円（前年同四半期比21.5％減）となり、営業損失は３億56百万

円（前年同四半期は、営業利益89百万円）となりました。

（東南アジア）

　当第１四半期連結累計期間の売上高は23億33百万円（前年同四半期比20.4％増）となり、営業利益は35百万円

（前年同四半期は、営業利益16百万円）となりました。

（その他アジア）

　当第１四半期連結累計期間の売上高は９億73百万円（前年同四半期比79.8％増）となり、営業利益は63百万円

（前年同四半期は、営業利益１百万円）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の総資産合計は、前連結会計年度末に比べ35億99百万円減少し、418億58百万円と

なりました。主な要因は、現金預金10億65百万円の増加に対し、受取手形・完成工事未収入金等31億１百万円や時

価の低下による投資有価証券４億54百万円の減少などによるものです。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ30億89百万円減少し、117億33百万円となりました。主な要因は、支払手

形・工事未払金等20億13百万円や返済による短期借入金３億63百万円の減少などによるものです。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ５億９百万円減少し、301億24百万円となりました。主な要因は、為替

換算調整勘定２億15百万円の増加に対し、利益剰余金３億61百万円やその他有価証券評価差額金３億40百万円の減

少などによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　連結業績予想につきましては、2022年５月11日に公表いたしました業績予想と変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 8,904,847 9,970,390

受取手形・完成工事未収入金等 13,256,433 10,154,776

電子記録債権 1,129,753 868,944

未成工事支出金 727,909 798,361

その他 2,226,569 1,205,391

貸倒引当金 △111,967 △117,037

流動資産合計 26,133,545 22,880,826

固定資産

有形固定資産

土地 4,555,694 4,555,694

その他（純額） 2,571,846 2,681,925

有形固定資産合計 7,127,541 7,237,620

無形固定資産

のれん 37,604 －

その他 959,132 924,238

無形固定資産合計 996,737 924,238

投資その他の資産

投資有価証券 4,765,821 4,311,064

投資不動産（純額） 5,329,951 5,393,036

繰延税金資産 118,176 120,287

その他 1,057,923 1,063,201

貸倒引当金 △72,480 △72,070

投資その他の資産合計 11,199,392 10,815,519

固定資産合計 19,323,671 18,977,378

資産合計 45,457,217 41,858,205

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2022年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金等 6,410,376 4,397,067

電子記録債務 2,067,201 2,116,959

短期借入金 403,440 40,000

未払法人税等 68,840 34,677

未成工事受入金 2,462,583 2,526,023

完成工事補償引当金 18,000 18,000

工事損失引当金 372,409 359,132

賞与引当金 251,598 12,137

その他 1,322,387 1,016,377

流動負債合計 13,376,838 10,520,374

固定負債

長期借入金 218,796 206,796

繰延税金負債 690,863 467,470

役員退職慰労引当金 7,451 7,809

執行役員退職慰労引当金 35,110 37,390

退職給付に係る負債 110,445 113,878

その他 384,268 380,198

固定負債合計 1,446,934 1,213,543

負債合計 14,823,772 11,733,917

純資産の部

株主資本

資本金 1,190,250 1,190,250

利益剰余金 27,829,692 27,468,576

自己株式 △471,856 △471,856

株主資本合計 28,548,086 28,186,970

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,579,571 1,239,109

為替換算調整勘定 322,861 538,109

退職給付に係る調整累計額 111,564 101,272

その他の包括利益累計額合計 2,013,998 1,878,492

非支配株主持分 71,360 58,825

純資産合計 30,633,444 30,124,287

負債純資産合計 45,457,217 41,858,205
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（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

売上高 8,785,899 8,170,175

売上原価 7,881,193 7,598,656

売上総利益 904,705 571,518

販売費及び一般管理費 1,122,757 1,162,238

営業損失（△） △218,052 △590,719

営業外収益

受取利息 978 646

受取配当金 47,068 47,360

受取地代家賃 130,858 125,410

為替差益 36,394 164,269

その他 78,023 89,735

営業外収益合計 293,324 427,421

営業外費用

支払利息 1,650 5,057

不動産賃貸費用 41,442 42,205

その他 33,790 34,989

営業外費用合計 76,883 82,252

経常損失（△） △1,611 △245,550

特別利益

投資有価証券売却益 － 7,464

その他 1,478 33

特別利益合計 1,478 7,497

特別損失

固定資産除却損 0 322

特別損失合計 0 322

税金等調整前四半期純損失（△） △133 △238,375

法人税等 13,291 △25,470

四半期純損失（△） △13,425 △212,904

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △725 △15,058

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △12,700 △197,845

（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）

- 5 -

株式会社サンテック(1960) 2023年３月期第１四半期決算短信



（単位：千円）

 前第１四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年６月30日)

四半期純損失（△） △13,425 △212,904

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,972 △341,473

為替換算調整勘定 161,360 215,455

退職給付に係る調整額 △10,606 △10,291

その他の包括利益合計 148,780 △136,310

四半期包括利益 135,355 △349,215

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 135,915 △333,352

非支配株主に係る四半期包括利益 △560 △15,862

（四半期連結包括利益計算書）

（第１四半期連結累計期間）
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算定

会計基準適用指針」という。）を当第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-

２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用

することといたしました。なお、当該会計基準適用指針の適用が四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（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。
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（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

日本
東南
アジア

その他
アジア

計

売上高

外部顧客への売上高 6,325,603 1,938,087 522,207 8,785,899 － 8,785,899

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － 19,430 19,430 △19,430 －

計 6,325,603 1,938,087 541,638 8,805,329 △19,430 8,785,899

セグメント利益又は損失

（△）
89,498 16,278 1,451 107,229 △325,281 △218,052

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２

日本
東南
アジア

その他
アジア

計

売上高

外部顧客への売上高 4,963,878 2,300,054 906,241 8,170,175 － 8,170,175

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ 33,699 67,369 101,068 △101,068 －

計 4,963,878 2,333,754 973,610 8,271,244 △101,068 8,170,175

セグメント利益又は損失

（△）
△356,626 35,147 63,356 △258,122 △332,596 △590,719

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年６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

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△325,281千円は、主として親会社管理部門に係る費用（配賦不能営業費

用）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損失と調整を行っております。

３　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）東南アジア　：　シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、インドネシア

(2）その他アジア：　中国、台湾、バングラデシュ

当第１四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年６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

（注）１　セグメント利益又は損失の調整額△332,596千円は、主として親会社管理部門に係る費用（配賦不能営業費

用）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損失と調整を行っております。

３　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

(1）東南アジア　：　シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、ベトナム、ミャンマー、インドネシア

(2）その他アジア：　中国、台湾、バングラデシュ
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（単位：千円、％）

区分

前第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）
対前年同四半期増減（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 4,158,345 46.2 7,516,814 77.0 3,358,469 80.8

電力工事 4,363,071 48.5 1,321,723 13.5 △3,041,347 △69.7

空調給排水工事 355,292 3.9 720,584 7.4 365,291 102.8

機器製作 124,689 1.4 203,427 2.1 78,738 63.1

合計 9,001,398 100.0 9,762,550 100.0 761,152 8.5

（単位：千円、％）

区分

前第１四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）
対前年同四半期増減（△）

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

内線工事 5,308,075 60.4 5,915,899 72.4 607,823 11.5

電力工事 2,548,326 29.0 1,441,941 17.7 △1,106,385 △43.4

空調給排水工事 676,066 7.7 722,179 8.8 46,112 6.8

機器製作 253,429 2.9 90,155 1.1 △163,274 △64.4

合計 8,785,899 100.0 8,170,175 100.0 △615,723 △7.0

３．その他

生産、受注及び販売の状況

①　連結受注実績

②　連結売上実績
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