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2019年12月１日から2020年5月31日まで

第19期
中     間 株主通信



　株主の皆さまにおかれましては、平素より当社グループにご支援を賜り、厚くお礼申しあげます。
　当社グループの第19期中間期（2019年12月１日～2020年５月31日）の概況についてご報告申
しあげます。

中間期業績ハイライト

　当中間期におけるわが国経済は、期初は企業収益な
どが堅調であったものの期間の後半は新型コロナウイ
ルス感染症の拡大に伴い国内外の経済活動が抑制され、
個人消費や企業収益などが減少しました。この結果、景
気は急速に落ち込み予断を許さない状況が続きました。
　サーラグループにおきましては、地域のお客さまや
役職員の安全のため政府の方針等を踏まえて在宅勤務
や交代勤務の実施により感染拡大の抑制に取り組み
ました。事業への影響につきましては、エネルギー＆
ソリューションズ事業は既存取引先の業務用、工業用
のガス販売量が減少しました。ハウジング事業は、営業
活動の縮小などにより受注に影響が生じました。カー
ライフサポート事業は来店客数の減少などにより商談
機会が減少したため、輸入車の新車販売が低調な結果と
なりました。プロパティ事業は宴会、ブライダルのキャ
ンセルが相次いだことやレストランの営業活動の自粛、
スポーツクラブの休業などが収支に影響を与えました。

　このような状況のなか、サーラグループは「サーラ
元年・これからの成長のスタート」をテーマに掲げた 

代表取締役社長
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たものの、その他の事業は好調に推移しました。売
上高はエンジニアリング＆メンテナンス事業にお
いて完成工事高が増加したことなどにより、前年
同期比3.4％増の110,762百万円となりました。
利益面は同セグメントが大幅に増益となったため
営業利益は5,593百万円と前年同期比15.8％増加
し、為替予約に係るデリバティブ評価益が増加し
たため経常利益は6,949百万円と前年同期比
21.5％増加しました。この結果、親会社株主に帰
属する四半期純利益は前年同期比18.9％増の
4,632百万円となりました。

第４次中期経営計画を策定し、重点課題である 
「暮らしのサーラの新展開」「サーラの浸透」「変革と
チャレンジ」に取り組みました。当中間期におきま
しては、期初に中部ガス（株）とガステックサービス

（株）を合併し、サーラエナジー（株）として生まれ
変わりました。同時に「お客さま起点」「地域軸」に
基づく地域販社体制へ移行し、これまで以上にお
客さまと向き合い、地域に根差した総合生活サー
ビスの提供に努めています。

　経営成績につきましては、上記のとおり一部の
事業に新型コロナウイルス感染症の影響がみられ
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配当について
　当社は配当の基本方針として次のとおり定め
ています。

為替予約に係るデリバティブ評価損益の影響を
除く連結配当性向30％を目途として配当を行い
ます。

　上記「通期連結業績の見通し」のとおり推移しますと、配当の基本方針に基づく当期の期末配当金は10円とな
ります。この場合、中間配当金を加えた年間配当金は20円となり、前期と同額となる見込みです。
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　通期（2020年11月期）連結業績予想は、2020年１月14日に公表した内容から変更はありません。当中間
期は、新型コロナウイルス感染症の影響が一部の事業に表れるなどセグメントごとに達成度に開きはあるもの
の、全体としては概ね当初計画どおり推移しました。通期連結業績につきましては先行きに不透明感が残りま
すが、現時点では当初計画数値と大幅な差異は生じない見込みです。

■ 通期連結業績予想

売 上 高
（百万円）

営業利益
（百万円）

経常利益
（百万円）

親会社株主に帰属する
当期純利益
（百万円）

前 期 実 績 （A） 213,810 5,463 7,715 4,815

当 期 予 想 （B） 224,000 5,800 6,300 4,000

増 減 額（B－A） 10,190 337 △1,415 △815

なお、計画どおり推移しますと、売上高及び営業利益は過去最高となります。

通期連結業績の見通し
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■■ 売上高（左目盛）　　　　営業利益（右目盛）

17,803百万円　（前年同期比  16.2%増）

1,948百万円　（前年同期比  54.5%増）

エンジニアリング＆メンテナンス事業

売上高

営業利益
16.1％
売上構成比

●  大口取引先の獲得により、工業用の都市ガス販売量は増加しま
した。

●  原料価格の低下に伴い都市ガス、LPガスの販売価格を調整したた
め売上高は前年同期並みとなりました。

●  都市ガス、LPガスともに業務用などの販売量が減少したことによ
り営業利益は減少しました。

◆  ガス展など集客型の営業活動に代わる営業接点の機会を創出する
ため、WEBチャネルを活用した仕組みを構築します。

業績の概要

●  設備工事及びメンテナンス部門において空調設備工事などの完成
工事が大幅に増加したため、売上高は増加しました。

●  完成工事高の増加に加え、各部門において利益率が高い水準を維持
したことから営業利益は大幅に増加しました。

◆  将来の成長を見据えて営業、施工、サポート部分のプロセス管理を
徹底し、継続的な改善活動に取り組みます。

業績の概要
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■■ 売上高（左目盛）　　　　営業利益（右目盛）
15,390百万円　（前年同期比   8.9%増）

△284百万円
（前年同期は営業利益△428百万円）

ハウジング事業

売上高
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売上構成比
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■■ 売上高（左目盛）　　　　営業利益（右目盛）

5,896百万円　（前年同期比  14.8%減）

△174百万円
（前年同期は営業利益△236百万円）

カーライフサポート事業

売上高

営業利益
5.3％
売上構成比

●  住宅販売部門は注文住宅、分譲住宅ともに販売棟数が増加しました。
●  2019年６月に連結子会社化した（株）宮下工務店の実績が加わり、

売上高の増加に寄与しました。
●  販売棟数の増加に加え住宅部資材加工・販売部門において業務プ

ロセス改善に取り組んだ結果、営業損失は縮小しました。
◆  注文住宅は新商品ベステア・プラスの販売を強化します。分譲住宅

は早期販売及び在庫削減に取り組みます。

業績の概要

●  アウディの新車販売台数は前年同期並みとなりましたが、フォルクス 
ワーゲンの新車販売部門は新型コロナウイルス感染症の拡大に伴
い、来店客数が減少したことにより販売台数が減少しました。

●  販売費及び一般管理費の削減に努めたことから、営業損失は縮小し
ました。

◆  フォルクスワーゲン、アウディともに小型SUVの新モデルを投入
し、新規のお客さま獲得に向けた取組みを強化します。

業績の概要
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■■ 売上高（左目盛）　　　　営業利益（右目盛）

15,302百万円　（前年同期比  10.9%増）

1,874百万円　（前年同期比 25.1%減）

500百万円　（前年同期比  39.2%増）

△232百万円
（前年同期は営業利益83百万円）

アニマルヘルスケア事業

プロパティ事業

売上高

売上高

営業利益

営業利益

13.8％
売上構成比

1.7％
売上構成比

●  畜産部門、ペット関連部門ともに動物用医薬品の販売は好調に推移
しました。

●  2019年９月に連結子会社化した（株）エイ・エム・アイ及びホクヤク（株） 
の実績が加わり、セグメントの業績に寄与しました。

◆  新型コロナウイルス感染症対策として、WEB会議システムを活用
することにより取引先との面談機会を確保し、コンサルティング営
業に取り組みます。

業績の概要

●  不動産仲介部門は大型物件が減少したため、手数料収入が減少しま
した。

●  ホスピタリティ部門は新型コロナウイルス感染症の影響により宴
会、ブライダルのキャンセル増加に加え、スポーツクラブの休業に
伴い会費収入が減少したため業績が落ち込みました。

◆  不動産仲介に関するITシステムを導入し、取扱い情報量の増加及び
処理能力の改善を図り事業競争力を強化します。

業績の概要
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連結貸借対照表（要旨） ［単位：百万円］

　科　目 当中間期末
2020年5月31日

前期末
2019年11月30日

資産の部

流動資産 83,986 84,019

固定資産 109,675 111,097

有形固定資産 86,550 87,100

無形固定資産 1,772 1,865

投資その他の資産 21,353 22,131

資産合計 193,662 195,117

負債の部

流動負債 67,178 77,030

固定負債 62,736 58,419

負債合計 129,915 135,449

［単位：百万円］

　科　目 当中間期末
2020年5月31日

前期末
2019年11月30日

純資産の部
株主資本 62,062 57,874

資本金 8,025 8,025
資本剰余金 25,183 25,183
利益剰余金 31,221 27,316
自己株式 △2,366 △2,649

その他の包括利益累計額 429 634
その他有価証券評価差額金 542 929
繰延ヘッジ損益 86 64
退職給付に係る調整累計額 △200 △358

非支配株主持分 1,255 1,158
純資産合計 63,747 59,667
負債純資産合計 193,662 195,117

財務ハイライト

連結決算のポイント

資産は193,662百万円と、前期末と比較して
1,454百万円減少しました。これは主に、「受取
手形及び売掛金」が4,130百万円減少したこと
に対し、「商品及び製品」が2,771百万円増加し
たことによるものです。

純資産は63,747百万円と、前期末と比較して4,080
百万円増加しました。これは主に、「利益剰余金」が
3,905百万円増加（親会社株主に帰属する四半期純利
益の計上により4,632百万円増加、配当の実施により
726百万円減少）したことによるものです。

資　産1 負　債2 純資産3

1

2

負債は129,915百万円と、前期末と比較して5,534
百万円減少しました。これは主に、「支払手形及び買掛
金」が6,120百万円減少し、「１年内返済予定の長期借
入金」が2,418百万円減少したことに対し、「長期借入
金」が5,576百万円増加したことによるものです。
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連結損益計算書（要旨） ［単位：百万円］

　科　目 当中間期
2019年12月1日〜
2020年5月31日

前中間期
2018年12月1日〜
2019年5月31日

売上高 110,762 107,142
売上原価 79,720 77,830
売上総利益 31,041 29,312
販売費及び一般管理費 25,447 24,480
営業利益 5,593 4,831
営業外収益 1,525 1,043
営業外費用 169 154
経常利益 6,949 5,720
特別利益 183 42
特別損失 94 71
税金等調整前四半期純利益 7,038 5,690
法人税、住民税及び事業税 1,736 1,757
法人税等調整額 563 △0
四半期純利益 4,737 3,932
非支配株主に帰属する四半期純利益 105 35
親会社株主に帰属する四半期純利益 4,632 3,897

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） ［単位：百万円］

　科　目 当中間期
2019年12月1日〜
2020年5月31日

前中間期
2018年12月1日〜
2019年5月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,393 1,144

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,447 △5,152

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,009 3,028

現金及び現金同等物の増減額 1,955 △979

現金及び現金同等物の期首残高 21,788 18,218

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,744 17,238

エンジニアリング＆メンテナンス事業において
完成工事高が増加したことなどにより、売上高は
110,762百万円（前年同期比3.4％増加）となりま
した。

売上高4 営業利益5 経常利益及び親会社株主に帰属する四半期純利益6

4

5

6

エンジニアリング＆メンテナンス事業が大
幅に増益となったため、営業利益は5,593
百万円（前年同期比15.8％増加）となりま
した。

為替予約に係るデリバティブ評価益が増加したため経常利益
は6,949百万円（前年同期比21.5％増加）、親会社株主に帰属
する四半期純利益は4,632百万円（前年同期比18.9％増加）
となりました。

6
（注） 2020年11月期の期首より、退職給付に係る未認識数理計算上の差異の

費用処理方法を主として定率法から定額法へ変更したため、前年同期、
前期末の数値は遡及適用後の数値を記載しています。
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　2020年６月５日、暮らしのサーラを具現化する新た
な拠点としてサーラプラザ豊川が愛知県豊川市にオープ
ンしました。サーラプラザ豊川では、エネルギー、暮らし、
住まいに関するプロフェッショナルが連携してお客さま
の住まいに関する様々な要望に応えます。また、レストラ
ンをはじめ各種セミナー、イベント等の開催を通じて地
域の皆さまが集う新たな交流の場となることを目指して
います。

（※現在、新型コロナウイルス感染症の感染防止の観点か
ら、セミナー、イベントの開催は見合わせています。）

サーラプラザ豊川　オープン

サーラプラザ豊川外観（施設に近接する豊川稲荷とその門前町を意識 
した和モダンなデザインが特徴です。）

非常用発電機

理想の暮らしのイメージが
膨らむテーマに沿ったリビ
ング、ダイニング等の展示や、
実際に使用できるキッチン
を完備し、お客さまのライフ
スタイルに合ったリフォー
ムをご提案します。

暮らしや住まいに関するセ
ミナーやカルチャー教室な
どを定期的に開催します。
また、サーラプラザ豊橋や蒲
郡で開催するくらしときめ
きアカデミーの出張講座を
開講します。

本格中華とホテルアーク
リッシュ豊橋の洋食をコラ
ボレーションした新しいス
タイルのレストランです。
隣接するバンケットルーム
で、100名程度の宴会を催す
ことができます。

大規模災害時には、帰宅困難
者を受け入れる一時滞在施
設となります。備蓄する食料、
ブランケットの提供のほか、
非常用発電機などを備えてお
り、インフラ復旧の活動拠点
としての機能を有しています。

レストラン T-GARDEN by A.R.T

暮らしと住まいのショールーム セミナー・くらしときめきアカデミー

防災機能
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イノチオwithサーラ
電気小売キャンペーン開始

　サーラ住宅（株）は、愛知県みよし市において大規模な分譲地
「MIYOSHI MIRAITO（みよし　みらいと）」の販売を開始しました。
本件は、トヨタホーム（株）を事業主として愛知大学名古屋キャン
パス跡地の高台に開発された分譲地です。
　サーラ住宅（株）は本分譲地の販売に共同事業者として参画し、
全288区画のうち77区画を販売する予定です。分譲地の全棟がエ
コ×レジリエンス仕様で環境配慮型であるとともに、防災・減災
に対応した住宅です。また、災害時に電力の供給が可能な防災コ
ミュニティセンターや、次世代型EVの導入を想定したモビリ
ティーステーションを設置するなど、先進テクノロジーの導入に
より環境負荷の少ないサステナブルな暮らしを提案しています。

大規模分譲地「MIYOSHI MIRAITO」
販売開始

分譲地全景パース

　サーラグループと農業を総合的に支援するイノチオグループ（愛知県豊橋市）は、ともに創業から110周年を迎えま
した。これを記念して、両グループは連携して電気料金を割引する新規契約キャンペーンを開始しました。
　両グループは異業種連携により、地域の豊かな未来づくりをサポートします。

対象 農業用ハウス、住宅、倉庫などの低圧電力、従量電灯
※イノチオアグリ（株）のお客さまで、「サーラの電気」の新規ご契約者さま

特典 「サーラの電気」料金を月額110円割引
特典期間 2020年８月～2022年３月

　上記特典のほか、「サーラの電気」への切り替えにより高圧電力、低圧電力及び従量電灯の電気代がそれぞれお得に
なります。
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　サーラグループは、当社、当社連結子会社39社及び非連結子会社７社で構成されています。
　サーラグループ各社は、今後も共通の基本理念の下、互いに連携し、より一層お客さまの暮らしや地域社会に根ざした事業
を展開していきます。

※非連結子会社３社

サーラエナジー（株）
サーラE＆Lサポート（株）

（株）リビングサーラ

サーラE＆L東三河（株）
サーラeエナジー（株）
サーラの水（株）

サーラE＆L浜松（株）
サーラeパワー（株）
三河湾ガスターミナル（株）

サーラE＆L名古屋（株）
グッドライフサーラ関東（株）

（株）日興

サーラE＆L静岡（株）
サーラ物流（株）
神野オイルセンター（株）

エネルギー＆ソリューションズ事業
事 業 内 容 都市ガス、LPガス、石油製品、高圧ガス及び関連機器の販売、電気供給事業、リフォーム、エネルギー輸送

事業エリア 愛知、静岡、岐阜、神奈川など１都11県

カーライフサポート事業

事 業 内 容 フォルクスワーゲン８店舗・アウディ３店舗（正規ディーラー）、
車検・整備、オートリース

事業エリア 愛知、静岡、東京

サーラカーズジャパン（株）

アニマルヘルスケア事業

事 業 内 容 ペット用医薬品・療法食、動物用医薬品、畜産用機械設備、
小動物医療機器の販売

事業エリア 愛知、埼玉、広島、宮城など１道１都２府15県

（株）アスコ
ホクヤク（株）

（株）エイ・エム・アイ
大和医薬品工業（株）

プロパティ事業
事 業 内 容 不動産事業、ホテル事業、飲食店事業、スポーツクラブ運営

事業エリア 愛知、静岡

中部ガス不動産（株）
（株）サーラホテル＆レストランズ

サーラスポーツ（株）

その他の事業
事 業 内 容 割賦販売及びリース、情報処理　等

事業エリア 愛知、静岡

サーラフィナンシャルサービス（株）
新協技研（株）

（株）サーラビジネスソリューションズ
（株）サーラライフスタイルイノベーション

※非連結子会社４社

エンジニアリング＆メンテナンス事業

事 業 内 容 設備事業、土木事業、建築事業、
情報通信事業、メンテナンス事業

事業エリア 愛知、静岡、東京、宮城

（株）中部
（株）鈴木組
テクノシステム（株）

神野建設（株）
（株）中部技術サービス
西遠コンクリート工業（株）

ハウジング事業

事 業 内 容 注文住宅の請負、分譲住宅の販売、
建築資材・住設機器等の販売

事業エリア 愛知、静岡、三重、神奈川

サーラ住宅（株）
太陽ハウジング（株）
サーラハウスサポート（株）

中部ホームサービス（株）
（株）宮下工務店
エコホームパネル（株）
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株式数
66,041,147株

個人その他
43.83％ 28,947千株

金融機関
43.53％ 28,746千株

外国法人等
3.28％ 2,162千株

国内法人
9.06％ 5,984千株

証券会社
0.28％ 189千株

自己株式
0.01％ 10千株

所有者別株式分布

商　　 号

設　　 立 2002年５月１日

本社所在地 豊橋市駅前大通一丁目55番地 サーラタワー

資  本  金 80億2,500万円

証券取引所 東京証券取引所 市場第一部
名古屋証券取引所 市場第一部

役　　 員 代表取締役社長 兼
グループ代表・CEO 神 野 吾 郎

代表取締役専務 松 井 和 彦
取締役 鳥 居 　 裕
取締役 山 口 信 仁
取締役 榑 林 孝 尚
社外取締役 一 柳 良 雄
社外取締役 大久保和孝
取締役（常勤監査等委員） 山 本 卓 治
社外取締役（監査等委員） 杉 井 　 孝
社外取締役（監査等委員） 村松奈緒美

従 業 員 数 4,083名（連結）

発行可能株式総数  ······················································120,000,000株
発行済株式総数  ·····························································66,041,147株

（自己株式10,048株を含む）

1単元の株式数 ············································································· 100株
株 主 数  ················································································· 10,451名

株主名 持株数（千株）持株比率（％）

サーラコーポレーション従業員持株会 4,501 6.81

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,688 5.58

三井住友信託銀行株式会社 2,920 4.42

株式会社三菱UFJ銀行 2,592 3.92

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,579 3.90

株式会社静岡銀行 2,180 3.30

サーラエナジー共栄会 2,146 3.24

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口４） 1,623 2.45

株式会社三井住友銀行 1,414 2.14

神野吾郎 1,329 2.01

● 持株比率は自己株式を控除して計算しています。

大株主
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株主優待
当社では、日頃の株主の皆さまのご支援に対する感謝の気持ち
を表すとともに、サーラグループへの一層のご理解を賜りたく、
以下のとおり株主優待制度を実施しています。

■ 対　象
　 毎年11月末日現在において、500株以上所有の株主さま

■ 内　容
　   ご所有の株式数に応じて、下表の金額分の株主優待券をお届けして

います。
　 株主優待券の有効期限は１年間となります。

株主優待券は、優待券の金額に
応じてお好きな商品を株主優待
カタログからお選びいただけま
す。
また、サーラグループが運営す
る所定の店舗・施設（ホテル、飲
食店、ガソリンスタンド、雑貨店、
サーラプラザ等）で金券として
ご利用いただけます。

株主優待カタログ’20は、下記商品例のほか全国グル
メや雑貨などバラエティに富んだ全30の商品を取り
揃えています。

株主優待商品のご紹介

所有株式数 優待内容

500株以上 5,000株未満 1,000円分の株主優待券

5,000株以上 10,000株未満 5,000円分の株主優待券

10,000株以上 10,000円分の株主優待券

※上記内容は予告なく変更する場合があります。

商　品　例

ホテルアークリッシュ豊橋
のバラエティ豊かな７種類
の特製焼き菓子です。

「ホテルアークリッシュ豊橋　特製焼き菓子」

二層バームいちご・二層バーム抹茶・
ココアクッキー・マドレーヌ・ 

プレーンクッキー・ 
ハートフィナンシェプレーン×各１、

チョコチップパイ×２ 
／株主優待券2,000円分

「ホテルアークリッシュ豊橋　三河カレーセット」
三河の“おいしい”とコラボ
レ ー シ ョ ン し た、ホ テ ル
アークリッシュ豊橋のレト
ルトカレーです。

牛三河カレー×２・鶏三河カレー×１／
株主優待券2,000円分

株主優待カタログ'20

バナジウムを含む富士山の
天然水。富士山山麓の地下
200mで採取している天然
水です。

「サーラの天然水」

500mℓ×24／
株主優待券2,000円分
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住所変更など各種事務手続きに関するお問い合せ先
◎証券会社に口座を開設されている株主さまは、お取引のある証券会社にお問い合せください。
◎ 証券会社に口座がないため特別口座で株式を保有されている株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友

信託銀行株式会社（下記お問い合せ先）にお問い合せください。

未払い配当金のお受け取りに関するお問い合せ先
◎株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社（下記お問い合せ先）にお申し出ください。

お問い合せ先
三井住友信託銀行株式会社

 0120-782-031（通話料無料）
受付時間：土・日・休日・年末年始を除く午前９時～午後５時

事業年度
12月１日～翌年11月30日

定時株主総会
毎年２月

基準日
定時株主総会の議決権・期末配当 11月30日
中間配当 ５月31日

株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関
〒100-8233 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人事務取扱場所
〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

郵便物送付先
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

電話照会先
 0120-782-031

取次窓口
三井住友信託銀行株式会社　全国本支店

公告方法
電子公告（当社ホームページに掲載します）
https://www.sala.jp/
ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公
告による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。
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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。

私のまちにSALA、 暮らしとともにSALA
証券コード：2734

2019年12月１日から2020年5月31日まで

第19期
中     間 株主通信

お問合せ先

総務部 総務グループ　☎0532-51-1182　E-mail：ir@sala.jp


