
株式会社プロネクサス　印刷

第67期 株 主 通 信
自 平成26年4月1日　至 平成27年3月31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。

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。

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。
　当期の業績は、昨年4月に消費税率が上がったもの
の、アベノミクスや円安・株高の効果が継続し、特に当
社の主力市場分野であるFA（ファクトリーオートメー

ション）業界が順調に推移する環境下で、「JUMP1200」
2年目の目標の連結売上高1,100億円を達成すること
ができました。社員の努力はもとより、お取引先様や株
主様のご支援の賜物と、深く感謝いたしております。
　当期の利益配当につきましては、株主の皆様への日
頃のご支援に報いるべく、期末配当を1株当たり14円
とし、中間配当（1株当たり12円）と合わせ、年間配当26
円とさせていただきました。

　現在グローバルビジネスは、特に中国のスマートフォ
ン市場の好調な推移を受け、生産設備向けのFA分野の
お客様の各種電機品・制御機器や電子部品の需要が高
まっています。また、新興国の人件費が高騰する中で、
日系のお客様が志向する高品質化・自動化ニーズに対
して、当社として単なる製品供給だけではない、幅広い
製品技術の多彩な組み合わせによるシステム提案など
最適なソリューションをご提供しています。そして自
動車関連は、タイを中心とするASEANに加え、北米、
メキシコも大変好調で、アメリカでは、当社が蓄積して
きた現地でのエンジニアリングサービスが大きな成果
を上げつつあります。

　一方、国内の成長市場では、電力買取が進む中で太
陽光発電設備用パワーコンディショナなどの拡販が好
調でしたが、買取価格が低下する今後の市場環境を見
据えて、再生エネルギー利用の観点から、蓄電池などの
新たな製品をキャッチアップしています。また医療・福
祉分野では、病院や大学、検査センターなどの医療・介
護各種機器をターゲットに、ロボットを活用した自動
化技術提案などを展開しています。

　今年度は「JUMP1200」の総仕上げとなる最終年度
にあたります。まず、「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」
では、主力メーカーの製品を軸に、電機・機械の複合戦
力の最大化を目指す「FAシステム営業統括部」と、電機・
機械の技術系スタッフで編成した「産業ソリューション
統括部」を発足しました。特に後者は第一線の各営業担
当者を強力に技術サポートし、一体となってお客様へ
のソリューション提案を実行する、強い技術商社とし
ての存在価値を高める重要な施策として位置づけてい
ます。
　また当社グループの総合力強化の観点から、制御盤
の製作やシステム・装置の開発・設計・製造・販売に取り
組むサンワテスコムを「エンジニアリング部」として本社
に統合し、社内の技術系スタッフと連携したシーズ探
索・開発と、密接な協業による提案から設置までのワン
ストップソリューションを実現します。
　次に「新興国を始め、海外事業を更に拡大する」につ
いては、現在海外現地法人10社、22拠点のネットワー

クを駆使する過程で、特にタイやインドネシア、北米（シ
カゴ）は、現地に駐在する当社エンジニアが、自動車関
係のお客様の自動化ニーズに応えるエンジニアリング
サポートを実施し高く評価され、ビジネスとして定着し
ました。自動車工業団地へのお客様の設備投資が進む
メキシコでも、今年度中に現地法人を設立し、同様の
サービスを展開していく予定です。また現地のお客様
への納期短縮とサービス強化を目指し、今年度中に
フィリピンにも現地法人を設立する予定です。
　グローバルビジネスの展開に合わせて香港物流セン
ターを中核とする独自の「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」による製品調
達力との相乗効果を発揮していきます。
　そして「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」では、新規事業分野の売上高比率20％
を確保します。そのためにターゲット事業の売上拡大
を狙い、「車載営業部」、医療・福祉分野の市場開拓を行
う「バイオメディカル推進室」など、特定の市場分野を
深く掘り下げる特化型の販売組織を編成しました。例

広く、深くビジネスを探索・開拓し、
「JUMP1200」の総仕上げに一丸で取り組む

バイオメディカル分野向け双腕ロボット

代表取締役社長　山本　勢

ごあいさつ

大局的に市場を捉え、
国内外で着実に成長への布石を打つ

時代を先取りした組織改革により、
“技術”を核としたグローバル展開を図る

株主の皆様へのメッセージ
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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

◆経営目標 ◆実績及び業績予想

◆方針

● 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）

【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期予想
（平成27年度）

売上高 101,378 111,276  119,000 

営業利益 3,211 3,471  3,500 

経常利益 3,438 3,761  3,800 

当期純利益 2,168 2,466  2,500 

売上高経常利益率 3.4％ 3.4％  3.2％  

98,000101,378
111,276

3,438
3,761

120,000 119,000

第66期
（平成25年度）

第68期
（平成27年度）

110,000

第67期
（平成26年度）

3,400

4,700

3,800

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）

（単位：百万円）
実績 業績予想目標

売上高
（単位：百万円）

実績 業績予想目標

経常利益

◆重点施策
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

新興国を始め、海外事業を更に拡大する

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

グローバルロジスティック機能の拡充強化

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

グローバル展開による事業の更なる拡大

独自の提案と技術力による企業価値の向上

市場動向を先取りし、迅速な対応で顧客満足を追求

筋肉質の企業体質を進め、収益力向上

CSR経営を進める

えば、「車載営業部」は、自動車産業の海外展開と車載機
器の電子化が進む中で、数年先のモデルチェンジ、量産
化計画に追従するSCMソリューションの構築を視野に
入れ、中長期的な観点からお客様との協業を深め、信頼
関係を築いていきます。

　一方、「サンワテクノスグループの管理体制整備」につ
いては、ここまでお話しした組織改正に加えて、業務改
善活動（「カイゼン」プロジェクト）を遂行していきます。
この背景には女性の社会進出が国としての大きなテー
マとなる中で、多数の女性社員が在籍する当社として、
女性が活躍する場を広げたいという思いがあります。
そのためにも、社員一人ひとりが自律的にオフィス業
務の効率化と生産性向上に取り組み、快適なワーク・ラ
イフ・バランスを確立する必要があります。また現在、
女性を中心に、省エネや生活環境向上に資する提案

テーマを検討するプロジェクト（「ニューライフ」プロジェ
クト）も推進中です。
　当社は「人」が財産であり、人材育成が会社の発展に
つながります。現在、従来からのメーカー研修に加えて、
階層別、業務内容別の教育システムを着実に整備して
います。さらに、グローバルな視点を持つ人材育成を目
指し、営業に限らず、管理・業務などの内勤社員も海外
研修・勤務を経験し見識を深め、一方で海外の現地社員
が日本で仕事をする機会を増やすような人材交流も活
性化させていきます。
　さて現在、いよいよ次期中期経営計画の立案・策定も
視野に入ってきました。若い社員が描く当社の将来像を
基軸に、ビジョンと具体的な重点施策を議論しながら、
次なる成長をリードする新たな計画を策定していきま
す。今後も、CSRの遵守を前提に、若い世代のエネルギー
を原動力に、明るく、楽しく、元気良く、「常に成長し続
ける強い技術商社」を目指し、株主の皆様のご期待に応
えてまいります。株主の皆様におかれましては、一層の
ご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

女性社員、若い世代が活躍できる
企業風土を醸成する

「ニューライフ」プロジェクト会議風景

株主の皆様へのメッセージ
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売上高

1,112億76百万円
前年同期比 98億97百万円増

総資産／純資産

総資産  587億48百万円
純資産  219億51百万円
総資産前年同期比  50億50百万円増
純資産前年同期比  32億97百万円増

受注高  1,126億24百万円
受注残高  176億56百万円
受注高前年同期比  97億83百万円増
受注残高前年同期比  13億48百万円増

1株当たり純資産  1,529円00銭
自己資本比率  37.4％

当期純利益

24億66百万円
前年同期比 2億98百万円増

売上高経常利益率

3.4％
営業利益

34億71百万円
前年同期比 2億60百万円増

1株当たり純資産／自己資本比率経常利益

37億61百万円
前年同期比 3億23百万円増

受注高／受注残高

決算ハイライト 次期の見通し 第68期　通期業績予想
当連結会計年度における日本経済は、消費税増税に

伴う駆け込み需要の反動減があったものの、政府の経
済対策や日本銀行の金融緩和等による景気の下支えに
より、企業収益の改善の動きもみられ、景気は緩やか
な回復基調で推移いたしました。

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
維持しており、また、設備投資が持ち直していること
を背景に、半導体関連業界、産業機械業界の需要は増
加傾向で推移しております。

次期の見通しにつきましては、企業収益の拡大基調
が継続する中で、賃金の増加や雇用の拡大を通じた家
計所得の改善が、経済の好循環を促し、景気は引き続
き回復基調を維持するものと見込まれます。当社グルー
プの関連する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も、円安によるコスト増加や内外
景気の先行きに対する警戒感から慎重な姿勢にありま
すが、引き続き旺盛なスマートフォン向けの需要や企
業収益の改善を背景に設備投資が増加していくことが
期待されます。

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
を推進いたしました。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、技術商
社としての企業価値の向上を目指す取組みに加え、新
たなビジネス領域を開拓する取組みを推進してまいり
ました。

この結果、当連結会計年度の業績は、前年同期を上
回り、2年連続で売上高、利益とも過去最高の業績を
更新することができました。

売 上 高119,000百万円 （前年同期比6.9％増）

営 業 利 益 3,500百万円 （前年同期比0.8％増）

経 常 利 益 3,800百万円 （前年同期比1.0％増）
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,500百万円 （前年同期比1.3％増）
１株当たり
当期純利益 174円13銭

（注）  業績予想につきましては、平成27年5月8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 9.8%増
111,276

第67期
（平成26年度）

101,378

第66期
（平成25年度）

88,264

第65期
（平成24年度）

期末 （単位：百万円）

前年同期比 17.7%増
前年同期比 9.4%増

58,748

21,951

47,256

14,349

第67期
（平成26年度）

53,698

18,654

第66期
（平成25年度）

第65期
（平成24年度）

（単位：百万円）純資産総資産

2,466

1,520

第67期
（平成26年度）

2,168

第66期
（平成25年度）

第65期
（平成24年度）

期末 （単位：百万円）

前年同期比 13.8%増

第67期
（平成26年度）

第66期
（平成25年度）

第65期
（平成24年度）

3.43.4
2.9

（単位：％）売上高経常利益率

3,471

2,269

前年同期比 8.1%増

第67期
（平成26年度）

3,211

第66期
（平成25年度）

第65期
（平成24年度）

期末 （単位：百万円）

1,529.00

1,117.07

前年同期比 2.7ポイント増
前年同期比 17.7%増

第67期
（平成26年度）

1,299.29

第66期
（平成25年度）

第65期
（平成24年度）

37.4
34.7

30.3

（単位：％）
（単位：円）

自己資本比率
１株当たり純資産

第67期
（平成26年度）

第66期
（平成25年度）

第65期
（平成24年度）

期末 （単位：百万円）

3,761
3,438

2,519

前年同期比 9.4%増 前年同期比 8.3%増
前年同期比 9.5%増

112,624

17,656

90,421

14,846

第67期
（平成26年度）

102,840

16,308

第66期
（平成25年度）

第65期
（平成24年度）

（単位：百万円）受注残高受注高

決算ハイライト
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電機部門では、中国市場向けの需要が好調に推移し、産業機
械業界向けのサーボモータの販売は増加いたしましたが、半
導体製造装置向けのサーボモータの販売及び太陽光発電シス
テム向けの制御機器の販売は減少いたしました。

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、産業機械業界向けのFA（ファクトリーオート
メーション）機器用の電子部品の販売、自動車関連業界向け
の車載機器用電子部品等の販売及びアミューズメント向けの
電子機器の販売が増加いたしました。

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、液晶搬送設備向けの設備機器の販売が増加し、
設備向けの産業用ロボットも一部増加いたしました。

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 20.4%

電子部門

売上高構成比率 72.3%

機械部門

売上高構成比率 7.3%

売上高

226億60百万円
前年同期比 20億98百万円減

売上高

804億73百万円
前年同期比 108億29百万円増

売上高

81億41百万円
前年同期比 11億66百万円増

日本

68.5%
売上高構成比率

アジア

27.3%
売上高構成比率

欧米

2.8%
売上高構成比率

その他 ※

1.4%
売上高構成比率

産業機械業界向けのFA（ファクトリーオートメーション）機器用の電子
部品の販売、自動車関連業界向けの車載機器用電子部品等の販売、ア
ミューズメント向けの電子機器の販売及び液晶搬送設備向けの設備機
器の販売は増加いたしましたが、半導体製造装置向けサーボモータの販
売及び太陽光発電システム向けの制御機器の販売は減少いたしました。

売 上 高  817億49百万円（前年同期比 42億71百万円増）

営業利益    21億28百万円 （前年同期比  24百万円減）

中国を中心としたアジア地域では、産業機械業界向けのサー
ボモータ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  330億14百万円（前年同期比 62億57百万円増）

営業利益      12億60百万円 （前年同期比  2億39百万円増）

欧米では、インバータ、サーボモータ向けの電子部品の販売
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  34億31百万円（前年同期比 2億40百万円増）

営業利益  87百万円（前年同期比  60百万円増）

売 上 高  25億59百万円（前年同期比 1億26百万円減）

営業利益  △11百万円 （前年同期比  3百万円減）

ACサーボモータ

LED照明モジュール

双腕ロボット

（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。

22,222 22,660

第65期
（平成24年度）

第67期
（平成26年度）

24,759

第66期
（平成25年度）

前年同期比   8.5%減（単位：百万円）

80,473
58,628

第65期
（平成24年度）

第67期
（平成26年度）

69,643

第66期
（平成25年度）

（単位：百万円）
前年同期比   15.6%増

8,1417,412

第65期
（平成24年度）

第67期
（平成26年度）

6,975

第66期
（平成25年度）

（単位：百万円）
前年同期比   16.7%増

81,749
前年同期比  5.5%増
68,848

第65期
（平成24年度）

第67期
（平成26年度）

77,477

第66期
（平成25年度）

2,1282,152
1,590

（単位：百万円）
売上高
営業利益

33,014

21,524

前年同期比  23.4%増

第65期
（平成24年度）

第67期
（平成26年度）

26,756

第66期
（平成25年度）

1,260
1,021

652

（単位：百万円）
売上高
営業利益

3,4313,298

第65期
（平成24年度）

第67期
（平成26年度）

3,191

第66期
（平成25年度）

前年同期比  7.5%増

87
2630

（単位：百万円）
売上高
営業利益

2,5592,742

前年同期比  4.7%減

第65期
（平成24年度）

第67期
（平成26年度）

2,686

第66期
（平成25年度）

△11△7△19

（単位：百万円）
売上高
営業利益

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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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

当期
平成27年3月31日現在

（資産の部）

流動資産 45,329 49,239

固定資産 8,369 9,509

有形固定資産 4,038 3,879

無形固定資産 76 243

投資その他の資産 4,254 5,386

資産合計 53,698 58,748

（負債の部）

流動負債 30,735 32,370

固定負債 4,309 4,426

負債合計 35,044 36,797

（純資産の部）

株主資本 16,807 18,929

その他の包括利益累計額 1,847 3,022

純資産合計 18,654 21,951

負債及び純資産合計 53,698 58,748

連結損益計算書
（単位：百万円）

科目／期別
前期

自　平成25年４月 １日
至　平成26年３月31日

当期
自　平成26年４月 １日
至　平成27年３月31日

売上高 101,378 111,276
売上原価 88,697 97,287

売上総利益 12,680 13,988
販売費及び一般管理費 9,469 10,516

営業利益 3,211 3,471
営業外収益 371 445
営業外費用 144 156

経常利益 3,438 3,761
特別利益 41 ―
特別損失 1 ―

税金等調整前当期純利益 3,478 3,761
法人税、住民税及び事業税 1,385 1,292
法人税等調整額 △73 2

少数株主損益調整前当期純利益 2,166 2,466
少数株主損失（△） △1 ―

当期純利益 2,168 2,466

連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

科目／期別
前期

自　平成25年４月 １日
至　平成26年３月31日

当期
自　平成26年４月 １日
至　平成27年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,374 1,353

投資活動によるキャッシュ・フロー △127 △444
財務活動によるキャッシュ・フロー 769 △470
現金及び現金同等物に係る換算差額 236 209
現金及び現金同等物の増減額 △496 647
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期末残高 6,453 7,100

（平成27年3月31日現在）▍会社の概要 （平成27年6月24日現在）▍役員

▍株式の状況 （平成27年3月31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
460名（連結841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

※取締役 青　木　眞　德
※取締役 小　泉　敏　郎

常勤監査役 武　内　和　仁
※監査役 安　國　　　一
※監査役 中　村　康　男
※監査役 上　野　　　啓
※取締役 青木眞德及び小泉敏郎の両氏は、社外取締役であります。
※ 監査役 安國一、中村康男及び上野啓の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  3,142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
山田　益二郎 393,600 2.74
オムロン株式会社 355,080 2.47
THE BANK OF NEW YORK, NON-TREATY JASDEC ACCOUNT 337,800 2.35
サンワテクノス社員持株会 300,502 2.09

（注）「持株比率」は自己株式（80,910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
606,490株
（4.20％）

役員
603,352株
（4.18%）

金融機関
3,780,780株
（26.19%）

その他の国内法人
3,848,315株
（26.65%）

個人・その他
5,599,063株
（38.78%）

（所有者別）

会社データ連結財務諸表
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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://www.radionikkei.jp/8137ir/）

■ラジオNIKKEI 第1 　15時25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27年 6月 3日（水）終了 第２回　平成27年7月 29日（水）予定
第３回　平成27年11月18日（水）予定 第４回　平成28年2月　3日（水）予定

　第１回の放送は終了し、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のご案内
今年度も、個人投資家様向けに会社説明会を開催いたします。
山本社長が登壇し、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などについて説明いたします。
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。

■平成27年度の開催予定
平成27年 9月 5日（土）　東京地区
平成27年11月14日（土）　大阪地区
開催日が近づきましたら、ホームページ（http://www.sunwa.co.jp/ir/
calendar）に詳細を掲載いたします。

▋ T O P I C S
トピックス

事務所移転（北関東営業所、広島営業所）のお知らせ

北関東営業所
【新住所】
〒330−0854　埼玉県さいたま市大宮区桜木町1−11−20
大宮JPビルディング19F

電話番号 ：（048）647−7900（代表）
FAX番号：（048）647−8511
※ 電話、FAX番号の変更はありません

【業務開始日】
平成27年3月23日（月）

北関東営業所及び広島営業所は、以下の通り事務所を移転いたしました。

広島営業所
【新住所】
〒732−0825　広島県広島市南区金屋町2−15
広島駅前通マークビル4F

電話番号 ：（082）567−6441（代表）
FAX番号：（082）567−6447
※ 電話、FAX番号の変更はありません

【業務開始日】
平成27年4月20日（月）

第5回 国際スマートグリッドEXPOに出展
平成27年2月25日（水）～27日（金）、東京ビッグサイトで開催されたスマートエネルギーWeek内「第5回 国際スマー

トグリッドEXPO」に出展いたしました。
“省く×集める＝強くなる”をテーマに、省エネ、省スペース、省工数、省力化……など、ムダを省き、データを集約し

て活用することにより、お客様の更なる競争力アップに貢献する製品や技術を数多く展示し紹介いたしました。
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