
株式会社プロネクサス　印刷

事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
上 記 基 準 日
株主名簿管理人および 
特別口座の口座管理機関
株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所
郵 便 物 送 付 先

電 話 照 会 先

公 告 方 法

毎年4月1日から翌年3月31日まで
毎年6月
毎年3月31日
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
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　証券代行部
〒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　0120−782−031（フリーダイヤル）

電子公告の方法により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事情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。
公告掲載 URL（http://www.sunwa.co.jp/ir3/ir_info）

 ・住所変更、単元未満株式の買取等のお申出先について
　株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
　  なお、証券会社等に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友

信託銀行株式会社にお申出ください。

 ・未払配当金の支払について
　株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

 ・「配当金計算書」について
　  配当金支払いの際ご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ね

ております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。
　  ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等に

て行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。
　  なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当支払いの都度「配当金計算書」を同封さ

せていただいております。

＊確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

第67期 中間株主通信
自 平成26年4月1日　至 平成26年9月30日

証券コード8137東京都中央区八重洲二丁目8番7号（福岡ビル）
TEL.03-5202-4011　FAX.03-5202-4054

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主メモ



　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜りあり
がたく厚く御礼申し上げます。
　第８次中期経営計画「JUMP1200」の1年目に念願の
連結売上高1,000億円を達成して以降、業績は引き続

き順調に推移し、当期も前年同期比で増収・増益、第2
四半期累計期間において、2年連続で過去最高の連結
売上高と純利益を記録しました。
　産業用エレクトロニクス・メカトロニクス分野では、
太陽光発電設備関連が買取価格の低下により少しブ
レーキがかかりましたが、それを見据えて先行的に営
業展開していたスマートフォン向けや自動車関連業界
向けの需要が堅調に推移しました。また設備投資の緩
やかな回復を背景に、半導体関連業界や産業機械業界
での受注も増加傾向にあります。
　このような経営環境の中、中間配当金につきまして
は、株主の皆様の日頃からのご支援に報いるべく、1株
当たり12円の配当を実施いたしました。また期末配当
金も1株当たり12円とし、年間配当24円とさせていた
だく予定です。

　「JUMP1200」の2年目も、世界で活躍する真のグ 
ローバルカンパニーを目指す重点施策として、ASEAN
などの新興国を中心とする海外事業の拡大を推進して
います。現在、中国プラスワンとして多くの日系のお客
様がタイへ事業進出しており、またインドネシアやメキ

シコでも自動車関連のお客様の投資が旺盛です。さら
に労働力が安定しているフィリピンでは、お客様の工
場増設による生産能力増強が相次いでいます。
　こうしたお客様の戦略・動向を先取りし、当社は10月
20日、インドネシアに現地法人を設立し、生産設備の一
貫したエンジニアリングサポートと現地調達業務を開始
しました。またフィリピン、メキシコでも現地法人の設
立に向け、検討プロジェクトを立ち上げました。フィリ
ピンでは、香港物流センターを中核に、中国やASEAN
から廉価で高品質の部品を調達し、現地で倉庫を設け
てVMI（部品供給メーカーによる在庫管理）などのサー
ビスを展開する、OUT-OUTのビジネスモデルの創出
に取り組んでいます。
　海外事業の多彩な実績を蓄積することにより、今後、
お客様の個別ニーズに最適なサービスを提供する当社
独自の「グローバルSCM（サプライ・チェーン・マネジメ
ント）ソリューション」を構築し、その価値を高めてい
きたいと考えています。

　一方、国内市場は、海外のスマートフォンや自動車関
連の設備投資の影響もあり、長年の主力分野であるFA
関連の需要が伸びています。また円安による製造拠点
の日本回帰も見られる中で、政府の設備投資減税の後
押しもあり、部品生産から組み立てまで一貫で高品質・
低コスト化を図るための自動化ニーズが高まっていま
す。当社では長年培ってきたロボットを核とする自動化
技術のノウハウを最大限に活かすとともに、SE（セール
ス・エンジニア）としての社員の技術力向上を前提に、設

計・製作を行うサンワテスコムとの協業や、メーカー出
身の優秀な技術者の採用（現在24名在籍）を進め、エン
ジニアリング力のさらなる強化を図っていきます。
　成長市場をターゲットとした新規事業については、近
年果敢に市場開拓に取り組んできた太陽光発電、LED
照明などの環境・エネルギー分野や、自動化が進む食品
分野に加えて、農業分野、バイオメディカル分野でのロ
ボットビジネスや、AED（自動体外式除細動器）販売を 
はじめ、生活関連ビジネスにも挑戦していきます。新規
事業へのアプローチの原動力は、社員のチャレンジ精神
です。私が先頭に立ち、社員の夢と挑戦を推進させてビ
ジネスの新たな芽を着実に育てていきたいと思います。

　現在、多彩な事業展開におけるグループの総合力を
最大化するために、国内外や事業部門の垣根を取り払
い、当社が持つ能力を最大限に発揮するための横断的

グローバルな視点で組織力の強化に取り組み、
グループの総合力を最大化する

インドネシア現地法人

代表取締役社長　山本　勢

ごあいさつ

エンジニアリング力とチャレンジ精神で
ビジネスの新たな芽を育てる

多彩なビジネスモデルを包含する
グローバルSCMソリューションを目指す

横断的な取り組みを通して
グループ総合力を最大化する組織づくりを
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世界で活躍する真のグローバルカンパニーを目指し、
常に成長し続ける強い技術商社としてのサービスを提供する

電機部門

複合ビジネス

サンワグループサンワグループ

機械部門電子部門

第68期（平成27年度）（目標）
連結売上高 1,200億円
売上高経常利益率 3.5%以上を
継続的に確保

第65期（平成24年度）
連結売上高  882億円
連結経常利益 25億円

エンジニアリング力エンジニアリング力

な組織力強化に取り組んでいます。
　最近では、営業・管理・業務・海外現
地法人の各セクションが連携して新た
な現地法人の設立に取り組むほか、今
年4月に海外ビジネスに精通した駐在
経験者で編成される国際営業部を発
足。優良な海外品の発掘や情報収集・
発信を通して、各営業担当と共に全社
横断でお客様に当社グローバルビジネスの強みをPRし、
ロジスティックを含めた多彩なソリューションを提案す
る活動を行っています。商品基軸やエリア基軸、お客様
基軸、ソリューション基軸など重層的な営業展開を通し
て、グループの社員一人ひとりが世界で戦う企業マイ
ンドを高め、強靭な組織を実現していきます。
　また現在、社内で積極的に実施している各種キャン
ペーンも国内関連会社と海外現地法人を含めたグルー
プ全体の動きとなり、「『JUMP1200』サマーキャンペー
ン2014」では、多くの優れたテーマがノミネートされる
中、サンワテクノスヨーロッパの女性社員が最優秀賞を
獲得し、グループの一体感醸成に一役買っています。

　組織力強化の源泉は人材です。当社では毎年40～50
名採用する新入社員への新人研修やその後のメーカー
研修をはじめ、中堅管理職や次世代幹部を養成するた
めの研修も実施しています。さらに今後、グローバル人
材を育成するため、例えば1～2年ほど海外事務所で働
き、ノウハウや専門性を学ぶための海外トレーニー制 
度も実施していきます。また、若手社員に海外駐在、管

理・営業・業務などさまざまな仕事を経験させる人事交
流も行い、大局的な視点から時代の先を読む力を養い、
経営環境の変化に自在に対応できる人材を育成してい
きます。
　当社は11月4日に創立65周年を迎えました。さらに
創立100周年を迎えられる元気な会社であり続けるた
めに、CSRの徹底を前提として、今後も社是である「人
を創り 会社を興し 社会に尽くす」の理念をグループ全
体で共有し、社員一同明るく楽しく元気よく、常に成長
し続ける強い技術商社としてのサービス向上に努め、
株主の皆様のご期待にお応えできるよう努力して参り
ます。今後とも一層のご支援とご協力を賜りますよう
お願い申し上げます。

活発な人事交流を通して
時代の変化が読める人材を育成する

「『JUMP1200』サマーキャンペーン2014」授賞式

中堅管理職
研修

◆経営目標 ◆方針

◆重点施策

◆進捗

● 最終年度　第68期（平成27年度）
　連結売上高 1,200億円
● 売上高経常利益率 3.5％以上を継続的に確保

～サンワテクノスグループとして大きく飛躍し、連結売上高1,200億円を目指す～
第８次中期経営計画（JUMP1200）

グローバル展開による事業の更なる拡大

電機・電子・機械の複合ビジネスとエンジニアリング力を
最大限発揮できる組織の構築

独自の提案と技術力による企業価値の向上

新興国を始め、海外事業を更に拡大する

市場動向を先取りし、迅速な対応で顧客満足を追求

成長市場の開拓を積極的に進め、新規事業の確立を目指す

筋肉質の企業体質を進め、収益力向上

グローバルロジスティック機能の拡充強化

CSR経営を進める

サンワテクノスグループの管理体制整備

社是を基本とした人材教育体系を確立

【連結】  （単位：百万円）

第66期
（平成25年度）

第67期
（平成26年度）

第68期
（平成27年度）

売上高 98,000 110,000 120,000

営業利益 3,100 3,700 4,400

経常利益 3,400 4,000 4,700

当期純利益 2,000 2,500 2,850

売上高経常利益率 3.5％ 3.6％ 3.9％

47,57447,574

101,378
110,000

3,438

120,000

第66期
（平成25年度）

第68期
（平成27年度）

110,000110,000

第67期
（平成26年度）

3,4003,400

4,700

第66期
（平成25年度）

第68期
（平成27年度）

4,000

第67期
（平成26年度）

98,00098,000

50,78450,784
1,4911,491 1,7101,710

3,8003,800

第2四半期累計期間
実績 業績予想 目標

（単位：百万円）
売上高

（単位：百万円）
経常利益

第2四半期累計期間
実績 業績予想 目標
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売上高

507億84百万円
前年同期比 32億10百万円増

総資産／純資産

総資産  548億33百万円
純資産  196億91百万円
総資産前期末比  11億34百万円増
純資産前期末比  10億36百万円増

1株当たり純資産  1,371円53銭
自己資本比率  35.9％

当期純利益

11億8百万円
前年同期比 1億88百万円増

営業利益

15億52百万円
前年同期比 1億86百万円増

1株当たり純資産／自己資本比率経常利益

17億10百万円
前年同期比 2億19百万円増

決算ハイライト 通期の見通し 第67期　通期業績予想

　当第２四半期連結累計期間における日本経済は、消
費税率引上げに伴う駆け込み需要の反動が長期化して
いることや米国の金融緩和縮小の影響などによる海外
景気の減速が、日本経済の景気を下押しするリスクと
なっており、依然として先行き不透明な状況で推移い
たしました。しかしながら、設備投資の増加や個人消
費に持ち直しの動きがみられることにより、景気は緩
やかに回復していくことが期待されます。
　当社グループの関連しております産業用エレクトロ
ニクス・メカトロニクス業界におきましては、スマー
トフォン向け及び自動車関連業界向けの需要が堅調を

　産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界は、
スマートフォン向け及び自動車関連業界向けの需要が
堅調を維持していることや設備投資が緩やかに回復し
ていることを背景に、引き続き半導体関連業界、産業
機械業界の受注環境は増加傾向で推移していくと予想
されます。

維持しており、また、設備投資が緩やかに回復してい
ることを背景に、半導体関連業界、産業機械業界の受
注環境は増加傾向で推移しております。
　このような環境の中で当社グループは、第８次中期
経営計画（JUMP1200）の2年目も引き続き重点施策
を推進しております。特に電機・電子・機械の複合ビ
ジネスに“エンジニアリング力”をプラスし、新たな
ビジネス領域の開拓と技術商社としての企業価値の向
上を目指して取り組んでおります。
　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、前
年同期を上回る結果となりました。

売 上 高 110,000百万円 （前年同期比8.5％増）

営 業 利 益 3,600百万円（前年同期比12.1％増）

経 常 利 益 3,800百万円（前年同期比10.5％増）

当期純利益 2,350百万円 （前年同期比8.4％増）
１株当たり
当期純利益 163円68銭

（注）  業績予想につきましては、平成26年10月28日現在における入手可能な情報に
基づいて算出しておりますが、今後の様々な要因により予想と異なる結果とな
る可能性があります。

前年同期比 6.7%増

第65期
（平成24年度）

40,635

101,378

第66期
（平成25年度）

47,574

88,264

110,000
（予想）

第67期
（平成26年度）

50,784

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）

前期末比 5.6%増
前期末比 2.1%増

47,256

14,349

第65期
（平成24年度）

53,698

18,654

第66期
（平成25年度）

54,833

19,691

第67期
第2四半期末
（平成26年度）

純資産
総資産 （単位：百万円）

704

1,520

第65期
（平成24年度）

920

2,168

第66期
（平成25年度）

前年同期比 20.5%増

1,108

2,350
（予想）

第67期
（平成26年度）

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）

1,114

2,269

第65期
（平成24年度）

1,366

3,211

第66期
（平成25年度）

前年同期比 13.7%増

1,552

3,600
（予想）

第67期
（平成26年度）

（単位：百万円）
期末
第２四半期累計期間

1,117.07

第65期
（平成24年度）

1,299.29

第66期
（平成25年度）

第67期
第2四半期末
（平成26年度）

1,371.5330.3

34.7 35.9

（単位：％）
（単位：円）

自己資本比率
１株当たり純資産

前期末比 1.2ポイント増

前期末比 5.6%増

1,203

2,519

第65期
（平成24年度）

1,491

3,438

第66期
（平成25年度）

前年同期比 14.7%増

1,710

3,800
（予想）

第67期
（平成26年度）

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）

受注残高

171億11百万円
前期末比 8億2百万円増

受注高

515億87百万円
前年同期比 19億36百万円増

16,922
16,308

17,111

平成２5年
9月末

平成２6年
3月末

13,482
14,846

平成２4年
9月末

平成２5年
3月末

平成２6年
9月末

（当第2四半期末）

前期末比 4.9%増

期末
第２四半期末 （単位：百万円）

49,650

102,840

第66期
（平成25年度）

41,429

90,421

第65期
（平成24年度）

51,587

第67期
第2四半期累計期間
（平成26年度）

前年同期比 3.9%増

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）
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電機部門では、産業機械業界向けサーボモータの販売は増加
いたしましたが、有機EL生産設備向けの真空ロボット及び
太陽光発電システム向けの制御機器等の販売が減少いたし
ました。

主な営業品目
ACサーボモータ、リニアモータ他各種モー
タ、インバータ、マシンコントローラ、マ
シンビジョンシステム、半導体製造装置用
クリーンロボット・真空ロボット、パワー
コンディショナ、受変電設備及び工事等

電子部門では、中国市場向けの需要が好調に推移し、産業機
械業界向けの電子部品の販売が増加いたしました。また、ア
ミューズメント向けの電子部品の販売も増加いたしました。

主な営業品目
電源、コネクタ、半導体、センサ、小型
ファン、LED（発光ダイオード）、LCD

（液晶ディスプレイ）、産業用パソコン、
CPUボード、メモリモジュール等の各種
電子部品及び機器等

機械部門では、搬送設備向けの設備機器の販売が増加いたし
ました。

主な営業品目
半導体関連製造設備、産業用ロボット、
液晶・パネル搬送用クリーンロボット、
基板関連装置、物流搬送装置、バルブコ
ントロール装置、風水力機器、空調・厨
房設備、環境保護機器及び装置、各種検
査装置、医療機器等

電機部門

売上高構成比率 20.3%

電子部門

売上高構成比率 71.8%

機械部門

売上高構成比率 7.9%

売上高

103億34百万円
前年同期比 23億5百万円減

9,427

第65期
第2四半期
累計期間

（平成24年度）

12,640

第66期
第2四半期
累計期間

（平成25年度）

前年同期比 18.2%減

10,334

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

（単位：百万円）

売上高

364億45百万円
前年同期比 45億77百万円増

28,017

第65期
第2四半期
累計期間

（平成24年度）

31,868

第66期
第2四半期
累計期間

（平成25年度）

36,445

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

（単位：百万円）
前年同期比 14.4%増

売上高

40億3百万円
前年同期比 9億38百万円増

3,190

第65期
第2四半期
累計期間

（平成24年度）

3,064

第66期
第2四半期
累計期間

（平成25年度）

4,003

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

（単位：百万円）
前年同期比 30.6%増

ACサーボモータ

LED照明モジュール

双腕ロボット

日本

73.0%
売上高構成比率

アジア

23.0%
売上高構成比率

欧米

2.6%
売上高構成比率

その他 ※

1.4%
売上高構成比率

産業機械業界向け、自動車業界向け、アミューズメント向け
の電子部品の販売及び設備機器の販売は増加いたしましたが、
有機EL生産設備向けの真空ロボット及び太陽光発電システム
向けの制御機器等の販売が減少いたしました。

売 上 高  396億22百万円（前年同期比 25億27百万円増）

営業利益  9億75百万円（前年同期比   　72百万円増）32,731

前年同期比 6.8%増

第65期
第2四半期
累計期間

（平成24年度）

37,094

第66期
第2四半期
累計期間

（平成25年度）

39,622

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

791 902 975

（単位：百万円）
売上高
営業利益

アジア地域では、産業機械業界向け電機品やアミューズメン
ト向けの電子部品の販売が増加いたしました。

売 上 高  129億16百万円（前年同期比 9億 6百万円増）

営業利益  5億53百万円（前年同期比 1億23百万円増）
9,458

前年同期比 7.6%増

第65期
第2四半期
累計期間

（平成24年度）

12,009

第66期
第2四半期
累計期間

（平成25年度）

12,916

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

321
429

553

（単位：百万円）
売上高
営業利益

欧米では、自動車業界向けの生産設備の販売が増加いたしま
した。

※  「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セ
グメントであり、国内子会社の事業活動を含んでおります。

売 上 高  14億75百万円（前年同期比 1億52百万円増）

営業利益  36百万円（前年同期比  　19百万円増）
1,406

前年同期比 11.5%増

第65期
第2四半期
累計期間

（平成24年度）

1,323

第66期
第2四半期
累計期間

（平成25年度）

1,475

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

△4 16 36

（単位：百万円）
売上高
営業利益

売 上 高  11億61百万円（前年同期比 1億66百万円減）

営業利益  △20百万円（前年同期比  　25百万円減）1,341

前年同期比 12.6%減

第65期
第2四半期
累計期間

（平成24年度）

1,328

第66期
第2四半期
累計期間

（平成25年度）

1,161

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

△6 4 △20

（単位：百万円）
売上高
営業利益

（注1）売上高構成比率は外部顧客に対する売上高から算出しております。
（注2）上記の売上高の数値につきましては、セグメント間の内部売上高又は振替高を含む売上高で表示しております。

部門別の概況 セグメント別の概況
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フランクフルト

グリーンビル
（サウスカロライナ）

シカゴ

沼津営業所

東京サービスセンター

九州サービスセンター

名古屋サービスセンター

浜松営業所
三河営業所
三重営業所

広島営業所
大分営業所
熊本営業所
長崎営業所

姫路営業所

北陸営業所 東北営業所
北関東営業所
長野営業所

電子部

福岡支店 大阪支店

京都支店 東京西支店

本社

名古屋支店

サンワテクノス株式会社

サンワテスコム株式会社
サンワトリニティ株式会社
サンワロジスティック株式会社

SUN-WA TECHNOS（EUROPE）GmbH

欧州

SUN-WA TECHNOS AMERICA,INC.

米州

大連
瀋陽

天津

蘇州
上海メカトロセンター
上海

杭州
台北
台中
台南

広州
深圳

香港
香港物流センター

ハノイ

中国・香港・台湾

SUN-WA TECHNOS（H.K.）CO.,LTD.
SUN-WA TECHNOS（TAIWAN）CO.,LTD.
SHANGHAI SUN-WA TECHNOS CO.,LTD.
SUN-WA TECHNOS（SHENZHEN）CO.,LTD.

バンコク
クアラルンプール

シンガポール

ジャカルタ

ASEAN

SUN-WA TECHNOS（SINGAPORE） PTE LTD.
SUN-WA TECHNOS（MALAYSIA）SDN.BHD.
SUN-WA TECHNOS ASIA （THAILAND） CO., LTD.
PT. SUNWA TECHNOS INDONESIA

サンワグローバルネットワーク

各拠点の住所と連絡先は当社ホームページ｢事業所／関連会社｣をご覧ください。

http://www.sunwa.co.jp/ サンワテクノス 検　索

国 内
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四半期連結貸借対照表
（単位：百万円）

科目／期別 前期
平成26年3月31日現在

当第2四半期
平成26年9月30日現在

（資産の部）

流動資産 45,329 46,154

固定資産 8,369 8,678

有形固定資産 4,038 3,920

無形固定資産 76 71

投資その他の資産 4,254 4,686

資産合計 53,698 54,833

（負債の部）

流動負債 30,735 30,743

固定負債 4,309 4,398

負債合計 35,044 35,141

（純資産の部）

株主資本 16,807 17,743

その他の包括利益累計額 1,847 1,947

純資産合計 18,654 19,691

負債及び純資産合計 53,698 54,833

四半期連結損益計算書
（単位：百万円）

科目／期別
前第2四半期累計期間
自　平成25年4月 1 日
至　平成25年9月30日

当第2四半期累計期間
自　平成26年4月 1 日
至　平成26年9月30日

売上高 47,574 50,784

売上原価 41,677 44,283

売上総利益 5,896 6,500

販売費及び一般管理費 4,530 4,948

営業利益 1,366 1,552

営業外収益 195 197

営業外費用 69 39

経常利益 1,491 1,710

税金等調整前四半期純利益 1,491 1,710

法人税等 570 602

少数株主損益調整前四半期純利益 921 1,108

少数株主利益 0 −

四半期純利益 920 1,108

四半期連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

科目／期別
前第2四半期累計期間
自　平成25年4月 1 日
至　平成25年9月30日

当第2四半期累計期間
自　平成26年4月 1 日
至　平成26年9月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー △141 △1,218

投資活動によるキャッシュ・フロー △53 25

財務活動によるキャッシュ・フロー △181 △234

現金及び現金同等物に係る換算差額 138 △53

現金及び現金同等物の増減額 △238 △1,481

現金及び現金同等物の期首残高 6,949 6,453

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,711 4,972

（平成26年9月30日現在）▍会社の概要 （平成26年9月30日現在）▍役員

▍株式の状況 （平成26年9月30日現在）

サンワテクノス株式会社
〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目8番7号（福岡ビル）
昭和24年11月4日
25億5,300万円
14,438,000株
473名（連結847名）
http://www.sunwa.co.jp/
メカトロニクス関連電気機器及び装置、プラント
用電気品、電気設備機器の販売及び電気設備工事

各種電子部品・電子機器、各種OA機器、FA 
システム、通信・情報機器等の販売

半導体関連製造設備、産業用ロボット、クリーン
ロボット、基板関連装置、物流搬送装置、バルブ
コントロール装置、風水力機器、各種検査装置、
医療機器等の販売

商号
本社所在地
設立年月日
資本金
発行済株式の総数
従業員数
ホームページ
事業内容

代表取締役会長 山　田　益二郎
代表取締役社長 山　本　　　勢
専務取締役 田　中　裕　之
常務取締役 福　田　　　均
常務取締役 五十嵐　正　憲
常務取締役 三　根　省一郎
取締役 牧　野　利　彦
取締役 花　山　一　八
取締役 村　上　信　哉
取締役 後　藤　　　潔
取締役 田　中　八重子

常勤監査役 青　柳　　　繁
※監査役 石　川　　　勲
※監査役 安　國　　　一
※監査役 小　林　　　純
※  監査役 石川勲、安國一及び小林純の3氏は、社外監査役であります。

1.  発行可能株式総数  33,380,000株
2.  発行済株式の総数  14,438,000株
3.  株主数  3,403名
4.  大株主

5.  株式の分布状況

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株式会社安川電機 797,280 株 5.55 ％
第一生命保険株式会社 729,960 5.08
株式会社りそな銀行 545,160 3.79
株式会社三菱東京UFJ銀行 545,160 3.79
オリジン電気株式会社 498,000 3.46
オークマ株式会社 435,600 3.03
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 396,000 2.75
山田　益二郎 392,200 2.73
オムロン株式会社 355,080 2.47
サンワテクノス社員持株会 295,402 2.05

（注）「持株比率」は自己株式（80,850株）を控除して計算しております。

発行済株式総数
14,438,000株
（100％）

証券会社
526,386株
（3.64％）

役員
584,752株
（4.05％）

金融機関
3,831,780株
（26.53％）

その他の国内法人
3,736,023株
（25.87％）

個人・その他
5,759,059株
（39.91％）

（所有者別）

会社データ第2四半期連結財務諸表
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IR活動の一環として、ラジオNIKKEIの番組に山本社長が出演しております。
放送内容は当社の事業概要、特徴、業績、第８次中期経営計画（JUMP1200）など。
なお、ラジオNIKKEIのホームページにて動画の配信も行っております。

（詳細はラジオNIKKEIホームページをご覧ください。http://market.radionikkei.jp/8137ir/）

■ラジオNIKKEI 第１　15時30分頃～
　「ザ・マネー」内コーナー「サンワテクノスIR特集」

　放送日
第１回　平成26年 6月 4日（水）終了 第２回　平成26年7月30日（水）終了
第３回　平成26年11月12日（水）終了 第４回　平成27年2月 4日（水）予定

　第１～３回は放送終了し、オンデマンドで配信中です。

IR放送のご案内

個人投資家様向け会社説明会（金沢、東京）を開催
　平成26年11月15日（土）に本多の森会議室（金沢）、12月６日（土）にマツ
ダホール（東京）で開催されたラジオNIKKEI主催による「個人投資家向け会社説
明会」に参加いたしました。
　今回、金沢地区での会社説明会に初めて参加し、また、東京では当社単独開催
での会社説明会を実施いたしました。金沢では約150名、東京では約300名の個
人投資家の皆様が来場され、当社IR放送の聞き手でもあるラジオNIKKEIの鎌田記
者との対談方式で、山本社長より会社概要、第８次中期経営計画（JUMP1200）、
業績、株主様への利益還元について説明いたしました。
　当社では、このような会社説明会はもとより、様々なIR活動を通して、投資判
断に必要な情報開示を積極的に適時継続して行い、証券市場での知名度向上及び
安定的な個人株主の増加を図っております。
　なお、当説明会の資料は当社ホームページ（http://www.sunwa.co.jp/）で
ご覧いただけます。

▋ T O P I C S
トピックス

海外子会社（サンワテクノス インドネシア）設立のお知らせ
インドネシア進出企業へ生産設備の一貫したエンジニアリ
ングサポートと現地調達及び生産のサポートを行うことを
目的に、以下の通りインドネシア共和国のジャカルタ市に
子会社を設立いたしました。

【名称】
PT. SUNWA TECHNOS INDONESIA
サンワテクノス インドネシア

【住所】
Gd. Chase Plaza, Lantai 6, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
21, Kel. Karet Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920, 
Indonesia

電話番号 ：（＋62）21−2934−7983
FAX番号 ：（＋62）21−2934−7984

【開設日】
平成26年10月20日（月）

【事務所開所式（平成26年11月10日開催）の様子】

伊東所長あいさつ 今後の繁栄を祈るインドネシアの儀式
「イエローライスカッティング」を行う山田会長
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