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　株主の皆様におかれましては、ます

ますご清祥のこととお慶び申し上げ

ます。平素は格別のご高配を賜り、厚

く御礼申し上げます。

　第94期第2四半期の業績及び当社

グループの取り組みにつきましてご

報告申し上げます。

平成28年12月

代表取締役会長　村田和夫
（写真左）

代表取締役社長　永瀬哲郎
（写真右）

売上高
86,357百万円（前年同期比 6.7％ ）

183,861

92期 93期90期 91期

80,152

160,193

85,203

178,311

91,487 92,517

94期

86,357

187,603

単位：百万円　■第2四半期　■通期

経常利益
1,605百万円（前年同期比 5.6％ ）

3,378

92期 93期90期 91期

1,412

2,751

1,491

3,348

1,867 1,699

94期

1,605

3,691

単位：百万円　■第2四半期　■通期

営業利益
1,554百万円（前年同期比 4.8％ ）

3,308

92期 93期90期 91期

1,428

2,608

1,347

2,982

1,698 1,634

94期

1,554

3,307

単位：百万円　■第2四半期　■通期

財務ハイライト（連結）

To Our Shareholders
株主の皆様へ
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　我が国経済は、円高基調が定着化し、中国の過剰生

産やアジア新興国の経済鈍化などにより先行きは不透

明な状態となっております。

　このような状況下におきまして、当社グループの当

第2四半期連結累計期間の業績概況は、主力の商用車

業界の海外販売が低調だったことや、建設機械業界の

長引く低迷などを受け、売上高は863億5千7百万円

（前年同期比6.7％減）、営業利益は15億5千4百万円

（前年同期比4.8％減）、経常利益は16億5百万円（前年

同期比5.6％減）となりました。親会社株主に帰属する

四半期純利益は、投資有価証券評価損を計上したこと

などにより、9億4千2百万円（前年同期比16.9％減）と

なりました。

　当社は今後の収益見通し等を考慮しつつ、継続的な

企業体質の強化と利益確保を図り、安定配当を行うこ

とを基本方針としております。

　今次の中間配当は上記の基本方針の下、当社グルー

プを取り巻く経済環境、当第2四半期連結累計期間の

業績などを総合的に勘案し1株につき12円とさせてい

ただきました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げ

ます。

　当社グループはさらなる業務改善を図り、業績向上、

設備投資の拡充に加え、内部統制の充実による経営の

健全化に努めてまいります。

　株主の皆様には、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を

賜りますようお願い申し上げます。

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益
942百万円（前年同期比 16.9％ ）

2,303

92期 93期90期 91期

810

1,683

833

2,241

1,203 1,135

94期

942

2,302

単位：百万円　■第2四半期　■通期

総資産 純資産
99,818百万円 36,654百万円

91期

31,993

100,794

92期

36,606

90期

29,299

94,437

93期

36,073

110,138 101,710

94期
（第2四半期）

36,654

99,818

単位：百万円　■総資産　■純資産

中間配当金
12円

16

26

92期 93期90期 91期

20

10

22.5

12.5 14

24

1010 1010 1010 1010

94期

1212

単位：円　■第2四半期　■通期

Consolidated Financial Highlights
第2四半期連結決算ハイライト
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● 事業概況
　当事業においては、表面処理鋼板、冷延
鋼板、酸洗鋼板、棒鋼、条鋼などの普通鋼、
構造用炭素鋼、構造用合金鋼、工具鋼など
の特殊鋼及び建築用の資材、機材を主に自
動車、建産機、建築、電機、造船、金型などの
業界に販売しております。
　また、各事業所は倉庫を所有し、切断など
の一次加工も行っております。福島、栃木、
神奈川にはコイルセンターを有しております。
● 当第2四半期の概況
　主要取引業界である商用車業界の海外
販売が低調だったことや建設機械業界の長
引く低迷などを受け、売上高は540億9千2
百万円（前年同期比8.1％減）となりました。

● 事業概況
　当事業においては、アルミニウム、銅、亜
鉛、鉛、メタルシリコンなどの素材及び加工
品を、主に自動車、機械器具製造、ダイキャ
スト製造などの業界に販売しております。ま
た、海外で調達した地金、自動車部品などを
国内外に販売しております。
● 当第2四半期の概況
　主要取引業界である商用車業界の海外
販売が低調だったことなどにより、売上高は
139億5千1百万円（前年同期比11.8％減）
となりました。

▶ 売上高の推移 ▶ 売上高の推移

92期 93期

1,221 1,158

602

94期

588 540

92期 93期

297 307

146 158

94期

139

前年同期
（億円）

当第2四半期
（億円）

前年同期比
（％）

売上高 925 863 △ 6.7

■ 鉄鋼事業 588 540 △ 8.1

■ 非鉄金属事業 158 139 △ 11.8

■ 電子材料事業 89 97 9.7

■ ライフ営業事業 38 41 9.5

■ 機械・工具事業 50 43 △ 14.4

売上高構成比（当第2四半期）

売上高

鉄鋼事業
62.7%

機械・工具事業
5.0%

非鉄金属事業
16.2%

電子材料事業
11.3%

ライフ営業事業
4.8%

863億円

単位：億円　■第2四半期　■通期 単位：億円　■第2四半期　■通期

　  鉄 鋼 事 業 　  非鉄金属事業

Segment Review
事業別セグメントの概況
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● 事業概況
　当事業においては、電子機器、電気製品
及び車載機器に使用されるプリント配線基
板用の積層板などの電子材料を、主に電子
部品業界に販売しております。
● 当第2四半期の概況
　主力の車載機器向けプリント配線基板用
積層板の販売が堅調に推移したことなどに
より、売上高は97億9千2百万円（前年同期
比9.7％増）となりました。

● 事業概況
　当事業においては、金属洋食器、陶磁器、
インテリア用品、貴金属などの製品を、主に
百貨店、量販店、ホテルなどの業界に販売し
ております。加えて、直営アウトレット店の多
店舗化をはじめとした小売事業も推進して
おります。また、輸入カラオケマイクなどの
商品をテレビショッピングや通信販売にて
販売しております。
● 当第2四半期の概況
　自社商品の販路拡大などにより、売上高
は41億6千7百万円（前年同期比9.5％増）
となりました。

● 事業概況
　当事業においては、旋盤、フライス盤、研
削盤、マシニングセンタなどの工作機械及
び工場生産ライン一式、及び切削工具、作
業工具などを自動車業界を主力に販売して
おります。
● 当第2四半期の概況
　国内の設備投資マインドの低下やアジア
新興国の経済鈍化の影響などを受け、売上
高は43億5千3百万円（前年同期比14.4％
減）となりました。

▶ 売上高の推移 ▶ 売上高の推移 ▶ 売上高の推移

92期 93期

176 185

89 89

94期

97

92期 93期

78 87

36 38

94期

41

92期 93期

102 99

40 50

94期

43

単位：億円　■第2四半期　■通期 単位：億円　■第2四半期　■通期 単位：億円　■第2四半期　■通期

　  電子材料事業 　  ライフ営業事業 　  機械・工具事業
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East Asia/ASEAN

Special Feature
特 集

佐藤商事グループの海外展開

　本年2月には、市場開拓、情報収集を目的とし
てインド共和国タミルナード州の州都チェンナイ
に、「サトーショウジ インディア プライベート  
リミテッド」を設立いたしました。特殊鋼棒鋼を 
メインに販売体制を強化してまいります。
　また、1月には、ベトナムの首都ハノイに「サトー
ショウジ ベトナム ハノイ ブランチ」を開設いた
しました。二輪車産業向けを中心とした鋼材在庫
販売による事業拡大を目指してまいります。

　今後もグループ一丸となって、アジア、アメリカ
地域を含む海外事業の強化、拡大を推進してま
いります。

　当社グループは、平成16年4月、香港での現地
法人設立を第一歩として、タイ、中国、インドネシア、
ベトナム、韓国に販売会社を設立。そして、国内 
取引先様と協力し、「ユアサ サトー タイランド カン
パニー リミテッド（クランクシャフト製造）」をはじめ
とする合弁の製造会社を設立してまいりました。
海外での旺盛な需要に応えるため、当社グルー
プは販売・製造のネットワークを積極的に構築し
てまいります。

東アジア・アセアンに積極展開

インドに新会社、ハノイに支店開設
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現地販売会社

合弁製造会社

鍛造用ダイホルダー製造

UCHIDA-SATO TECH
(THAILAND) CO.,LTD.

N曽我部（蘇州）
減速機製造有限公司
減速機製造

M

連結子会社
香港佐藤商事有限公司
電子材料販売

A 上海佐商貿易有限公司
常州分公司

C

鉄鋼・非鉄金属販売 鉄鋼・非鉄金属販売/鋼材倉庫

連結子会社
上海佐商貿易有限公司

深圳佐藤商事貿易
有限公司

B

電子材料販売

D 深圳佐藤商事貿易有限公司
広州分公司
鉄鋼販売

E

THAI KJK CO.,LTD.
自動車部品製造

P持分法適用会社
YUASA SATO (THAILAND) CO.,LTD.

O

クランクシャフト製造

SATO-SHOJI
KOREA CO.,LTD. 
電子材料・鉄鋼販売

F I SATO-SHOJI
(VIETNAM) CO.,LTD.
非鉄金属・鉄鋼販売

SATO-SHOJI (VIETNAM) 
CO.,LTD. HANOI BRANCH

鉄鋼・非鉄金属販売

J

鉄鋼・電子材料販売

工作機械の販売、機械修理サービス

連結子会社
SATO-SHOJI （THAILAND） 
CO.,LTD.

SATO TECHNO SERVICE 
(THAILAND) CO.,LTD.

G

H

PT.SATO-SHOJI
INDONESIA
鉄鋼・非鉄金属販売

K

鉄鋼・非鉄金属販売

SATO-SHOJI INDIA
PRIVATE LIMITED

L

新会社
SATO HOME & PRODUCTS CO.,LTD.

（ロサンゼルス／アメリカ）
業務用厨房用品・家庭用品販売

新支店
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Topics
トピックス

その他に、グリルパン、パエリアパン、天ぷら鍋がございます。

玉子焼き
◦小　2,700円（税別）
◦中　3,200円（税別）

炒め鍋
◦28cm　4,000円（税別）
◦30cm　4,200円（税別）

フライパン
◦20cm　3,500円（税別）
◦24cm　4,000円（税別）
◦26cm　4,200円（税別）

＊マグマプレート材は
佐藤商事株式会社
が開発したオリジナ
ルの材料です。

匠 マグマプレート シリーズ

　内側と外側の両面に細かな凸凹を付けた独自開発プレート。凸
凹により表面積が広くなるので、熱伝導が良くなり食材の芯まで一
気に火を通し、旨味を閉じ込めることができます。
　さらに、フライパンからの鉄分溶出により食材と一緒に鉄分を取
ることができます。今までの鉄フライパンよりも油馴染みが良く、
使っていくほどに焦げ付きにくくなります。

　健康・美味しさにこだわる方のために、日本製・鉄フライパン
のご紹介です。
　強火調理に適した当社オリジナルの材料を開発しました。 
その名も「マグマプレート」。
　炒めものなどは強火で一気に調理ができ、美味しさを逃しま
せん。耐久性も申し分なし。また、フライパンから手軽に鉄分が
摂取できます。

New

●加熱開始から200℃までに達する秒数

26℃（室温） 200℃

40秒 39秒

41秒

141秒
アルミニウム フッ素加工

ブルーテンパ（鉄）

マグマプレート(鉄)

●5分加熱調理後の鉄分含有量
 （たまねぎ100gあたり）

調理前 5分

0.13
mg 0.16mg

0.31mg

0.47mg
マグマプレート(鉄)

ブルーテンパ（鉄）

アルミニウム フッ素加工

※第三者機関調べ

マグマプレートR

アイテム展開

（イメージ）
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その他に、グリルパン、パエリアパン、天ぷら鍋がございます。

コベンスタイル ケトル／片手鍋15cm

コベンスタイル ケトル

　1954年創立のダンスク社は、“デンマーク風”という意味より“DANSK”と名付けられました。スカンジナビア・モダン
アートをコンセプトに、キッチンからテーブルまで新たなライフスタイルを提案しています。現代的で機能性に優れた製品
は、流行や年代を超えて愛され続けています。
　当社は、1995年からダンスクの日本における総販売元です。

New

　キッチンを彩るカラーリングと、使い勝手の良いホーロー製で大人気の
「コベンスタイル　ホーローウェア」からケトルが新登場。コロンとした可
愛いフォルムと温かみのある木製ハンドルで、北欧の佇まいあふれるテ
イスト。思わずコンロにずっと置いて見せておきたくなるほどです。
◦容量：約1.55L　8,000円（税別）
◦カラー：イエロー／ホワイト／ティール／チリレッド

コベンスタイル 片手鍋15cm
　1956年に製造を開始してから改良を重ね、
今でも販売され続けているロングセラーの
ホーロー鍋に新サイズが登場しました。下ご
しらえやスープ作りに最適な片手鍋15cm。
ホーローはガラス質なので酸にも強く、残った
カレーやマリネをそのまま冷蔵庫で保存でき
ます。毎日の台所仕事が楽しくなるアイテム
です。
◦サイズ：鍋直径約15cm　13,000円（税別）
◦カラー：イエロー／ホワイト／ティール／チリレッド
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（単位：百万円）

科　目
前第2四半期

（平成27年4月1日〜）平成27年9月30日

当第2四半期
（平成28年4月1日〜）平成28年9月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,272 1,114
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,044 △ 265
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 843 △ 1,043
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 26 △ 38
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 642 △ 233
現金及び現金同等物の期首残高 2,627 2,113
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,984 1,880

▶ 四半期連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

科　目 前期末
（平成28年3月31日現在）

当第2四半期末
（平成28年9月30日現在）

資産の部

流動資産 74,879 72,942

固定資産 26,830 26,875

有形固定資産 12,681 12,531

無形固定資産 199 177

投資その他の資産 13,949 14,165

資産合計 101,710 99,818

負債の部

流動負債 51,717 48,439

固定負債 13,919 14,724

負債合計 65,637 63,163

純資産の部

株主資本 31,101 31,641

資本金 1,321 1,321

資本剰余金 882 879

利益剰余金 29,027 29,624

自己株式 △ 130 △ 185

その他の包括利益累計額 4,822 4,822

その他有価証券評価差額金 4,623 4,840

繰延ヘッジ損益 △ 7 △ 14

為替換算調整勘定 219 9

退職給付に係る調整累計額 △ 13 △ 12

新株予約権 146 187

非支配株主持分 3 3

純資産合計 36,073 36,654

負債純資産合計 101,710 99,818

▶ 四半期連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

科　目
前第2四半期

（平成27年4月1日〜）平成27年9月30日

当第2四半期
（平成28年4月1日〜）平成28年9月30日

売上高 92,517 86,357
売上原価 85,856 79,588
売上総利益 6,661 6,768
販売費及び一般管理費 5,027 5,213
営業利益 1,634 1,554
営業外収益 339 327
営業外費用 274 277
経常利益 1,699 1,605
特別利益 137 53
特別損失 97 149
税金等調整前四半期純利益 1,739 1,509

法人税、住民税及び事業税 533 584
法人税等調整額 70 △17
非支配株主に帰属する四半期純利益 0 0

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,135 942

▶ 四半期連結キャッシュ･フロー計算書（要旨）

Consolidated Financial Statements
連結財務諸表（要旨）
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株式の状況
発行可能株式総数 87,000,000株
発行済株式の総数 21,799,050株
株 主 数 4,136名

▶ 会社概要
商　　号 佐藤商事株式会社

本　　社
東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワーＮ館16階
TEL：03-5218-5311

設　　立 昭和24年2月5日
資 本 金 13億2,136万8,450円
従業員数 連結782名　単体576名
ホームページアドレス http://www.satoshoji.co.jp/

▶ 株式分布状況

▶ 大株主
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）

三神興業株式会社 1,584 7.4
いすゞ自動車株式会社 1,451 6.7
日野自動車株式会社 1,270 5.9
NOK株式会社 619 2.9
株式会社りそな銀行 554 2.6
佐藤商事取引先持株会 530 2.5
三原不動産株式会社 530 2.5
日本シイエムケイ株式会社 512 2.4
ＪＦＥスチール株式会社 500 2.3
山陽特殊製鋼株式会社 499 2.3
持株比率は自己株式（259千株）を控除して算出しております。

▶ 役　員
取締役及び監査役 執行役員

代表取締役会長 村　田　和　夫 代表取締役会長 村　田　和　夫 ＊

代表取締役社長 永　瀬　哲　郎 代表取締役社長 永　瀬　哲　郎 ＊

取 締 役 田　浦　義　明 専務執行役員 田　浦　義　明 ＊

取 締 役 音　羽　正　利 専務執行役員 音　羽　正　利 ＊

取 締 役 野　澤　哲　夫 常務執行役員 野　澤　哲　夫 ＊

取 締 役 斎　藤　　　脩 常務執行役員 村　上　毅一郎
常 勤 監 査 役 饗　庭　典　宏 上席執行役員 秋　元　雅　行
監 査 役 澤　   　信　彦 上席執行役員 小　松　和　夫
監 査 役 原　   　嘉　男 上席執行役員 小　野　誠　一
※取締役 斎藤脩氏は、社外取締役であり

ます。
※常勤監査役 饗庭典宏氏及び監査役 原

嘉男氏は社外監査役であります。

上席執行役員 内　田　秋　夫
上席執行役員 浦　野　正　美
執 行 役 員 白　幡　　　剛
執 行 役 員 西　山　正　弘
執 行 役 員 須　賀　和　徳
執 行 役 員 伊　藤　明　彦
執 行 役 員 長谷川　　　威
※＊は、取締役を兼任する者であります。

所有者別分布状況（株主）

所有者別分布状況（株式）

■ 金融機関

■ 証券会社

■ その他国内法人

■ 外国人

■ 個人・その他

■ 自己名義

3,341千株

142千株

10,557千株

697千株

6,800千株

259千株

（15.3％）

（0.7％）

（48.4％）

（3.2％）

（31.2％）

（1.2％）

■ 金融機関

■ 証券会社

■ その他国内法人

■ 外国人

■ 個人・その他

■ 自己名義

26名

26名

299名

57名

3,727名

1名

（0.6％）

（0.6％）

（7.3％）

（1.4％）

（90.1％）

（0％）
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Machinery and Tools
LIFE Style
Electronic Materials
Non-ferrous metals
Iron and Steel

株　主　通　信

証券コード：8065

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

〒100-8285  東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
丸の内トラストタワーＮ館16階

TEL：03-5218-5311　FAX：03-3286-1311

▶ 株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会 6月に開催します。

基準日
定時株主総会の議決権　3月31日
期末配当金　　　　　　3月31日
中間配当金　　　　　　9月30日

単元株式数 100株

公告方法

電子公告により行います。但し、やむを得ない理由
により電子公告をすることができない場合は、日本
経済新聞に掲載します。
公告掲載URL
http://www.satoshoji.co.jp/ir/index3.html

株主名簿管理人/
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

（郵送物送付先） 〒137-8081　東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

（連　絡　先） 電話番号　0120-232-711（通話料無料）
ホームページアドレス
http://www.tr.mufg.jp/daikou/

■ 株式に関するお手続き
１．株主様の住所変更、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）ではお取り扱いで
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。

事業所
苫小牧支店 新潟支店 第一課 関西鋼材センター
札幌ライフ支店 新潟支店 第二課 兵庫支店
岩手支店 新潟流通センター 岡山支店
秋田支店 北越支店 岡山鋼材センター
大館支店 富山支店 福山支店
鶴岡支店 長野支店 広島支店
山形支店 浜松支店 広島ライフ支店
福島支店 名古屋支店 四国支店
郡山支店 名古屋ライフ支店 北九州支店
鉄鋼二部第一課(茨城) 名古屋鋼材センター 九州支店
栃木支店 滋賀支店 福岡ライフ支店
太田支店 大阪支店 熊本支店
埼玉支店 大阪ライフ支店
神奈川支店 ＬＥ営業部（大阪）

国内連結子会社
メタルアクト株式会社 佐藤物流株式会社
佐藤ケミグラス株式会社 エヌケーテック株式会社
日本洋食器株式会社

国内関連会社
大東鋼業株式会社 湘南加工株式会社
佐藤ゼネテック株式会社 関根鋼材株式会社

国内持分法適用会社
ネポン株式会社 山形クラッチ株式会社


