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事 業 年 度
定 時 株 主 総 会
上 記 基 準 日
株主名簿管理人及び 
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/ir_info/index.html）

 ・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68期 株 主 通 信
自 平成27年4月1日　至 平成28年3月31日

証券コード8137

株主メモ



代表取締役社長　山本　勢

　現在国内は少子高齢化が進む中、ロボットによるもの
づくりの自動化が進み、また従来から進めてきた環境・エ
ネルギー、社会インフラに加えて、自動車（車載機器）、農
業、食品、薬品など積極的に取り組んできた新市場開拓
の成果が出てきています。当社では今年2月、関東圏にお
ける電機・電子・機械の複合ビジネスの強化を目指し横浜
営業所を開設しましたが、今後も重点市場を明確化して
果敢に事業を展開していきます。
　一方海外は、ここ数年成長し続けてきた中国上海を中
心とするFA市場の伸びが鈍化し、踊り場を迎えています。
しかし、それは経済成長の減速というよりも、人件費の
高騰とともに若い世代の志向する仕事が、ものづくりか
らIT・金融・サービス業へ移行し、社会・経済構造の転換

期を迎えているという印象です。こうした時代変化の中
で、国内同様に現地で市場が形成されつつある、ものづ
くりの自動化や品質向上に対するニーズに的確に応えて
いきたいと思います。
　チャイナ・プラス・ワンとして注目されるASEANは、
ASEAN経済共同体（AEC）による域内貿易促進の動き
にあわせて、今年5月、お客様の現地調達・製品販売のお
手 伝いをする目的で ベトナムに現 地 法 人を設 立し、
ASEAN域内10カ国のうち、6カ国の営業拠点整備を終
えました。同域内の各拠点を一つの共同体、チームとし
て、ネットワーク機能を最大化したOUT-OUTビジネス
を加速させています。また、アメリカでも今年1月、ロサ
ンゼルス事務所を開設し、従来シカゴから通っていた西
部地域のお客様へのサービス向上と新規ビジネス開拓
を目指しています。
　現在タイ・インドネシア・メキシコでは、エンジニアリ
ング事業の一環として、自動車関連分野のお客様の設
備製作・立ち上げを現地サポートし高い評価を得てい
ます。エンジニアリング事業については、旧サンワテス
コム社員と有力メーカーから多くの技術者を迎えて約
40人のエンジニアを擁する体制となっています。今後
は、自動化の歴史が長い自動車関連だけでなく、国内外

問わず、食品や薬品など自動化の潜在ニーズの高い市
場分野へのワンストップソリューション提案をさらに
強化していきます。

　 今 年 4 月 か ら ス タ ートし た 第 ９ 次 中 期 経 営 計 画
「Challenge 1500」（4頁参照）は、前中期経営計画と同
様、中堅社員で構成するプロジェクトメンバーの活発な
議論を経て、社員・経営層の総意として策定しました。今
回はまず、中堅社員が自らのこととして当社の10年先の
姿・目標を描き、長期的視点に立ったビジョンを設定しま
した。「明るい未来を創る“サンワテクノスグループ”」の宣
言のもと、2025年度に連結売上高2,500億円を目指す

「サンワビジョン2025」（4頁参照）です。2,500億円とい
う数字はプロジェクメンバー自らが打ち出したものです
が、このチャレンジングな数字は従来ビジネスの延長線
だけでなく、既存事業のさらなる高付加価値化と、新事
業の創出に挑戦する社員の気概を表すものです。経営と
して若い社員が自らビジネスを企画し挑戦しやすい仕組
みづくり、事業環境整備を行っていきます。
　ビジョン実現へのスタートとなる「Challenge 1500」
は、創立70周年の2019年度に連結売上高1,500億円を
達成する目標を掲げていますが、当社が長年培ってきた
電機・電子・機械のコアビジネスについて、主要取引先と
のさらなる関係強化を図り、その事業基盤のもとお客様
と仕入先様を高いレベルで最適につなぐ「グローバル
SCMソリューション事業」と「エンジニアリング事業」の
強化を通して、当社独自のサービス・提案のコアコンピタ
ンスを明確化していきます。
　技術スタッフ・協力会社の拡充によるエンジニアリング
力の向上とあわせて、グローバルSCMソリューションの
強化では、製品物流だけでなく、技術商社としてネット

　株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚
く御礼申し上げます。
　当期につきましては、中国をはじめ新興国経済の
減速、スマートフォン市場の伸び悩みなどの影響に
より、第8次中期経営計画「JUMP1200」の最終年度
として、残念ながら業績目標を達成することができ
ませんでした。しかし、計画遂行の過程で重点施策を
着実に進め、今年4月を初年度とする新中期経営計画
を力強く始動する強固な経営基盤を整備することが
できました。
　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14円）と合わせ、年間配
当28円とさせていただきました。

国内外ともに、
着実に持続的成長への布石を打つ

「サンワビジョン2025」を掲げ、
その実現に向けた新中期経営計画を始動

ごあいさつ

10年先のビジョンを描き、
第９次中期経営計画
「Challenge 1500」をスタート

ロサンゼルス事務所ビル

株主の皆様へのメッセージ
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◆重点施策
電機・電子・機械のコアビジネスをさらに強化する 
（主要取引先との関係強化、代理店事業の拡大）

「エンジニアリング事業」「グローバルSCMソリューション事業」
の確立
海外事業の強化（ローカル企業の開拓、グループ力強化）
ICT技術の活用によるIoTビジネスの構築
企業風土改革の推進（ダイバーシティの推進、グローバル人材の育成）

◆方針
電機・電子・機械のコアビジネスでお客様のものづくりに貢献する
独自の高付加価値ソリューションを提供する
技術商社として最新の技術情報を提供する
グローバルネットワークの完成度を上げてグループ力を強化する

◆経営目標
創立70周年の2019年度1,500億円、さらには2025年度
2,500億円の連結売上高にチャレンジするための基盤づくり
を着実に進めます。

【連結】  （単位：百万円）

2016年度
（第69期）

2017年度
（第70期）

2018年度
（第71期）

売上高 117,000 126,000 137,000

営業利益 2,800 3,500 4,300

営業利益率 2.4％ 2.8％ 3.1％

経常利益 3,000 3,700 4,500

経常利益率 2.6％ 2.9％ 3.3％

サンワビジョン 2025
明るい未来を創る サンワテクノスグループ

2019年度　創立70周年のその先へ
独立系技術商社として進化を続け、成長を加速させます

第９次中期経営計画（2016年度～2018年度）

2019年度　創立70周年に向けて

ワークを駆使して収集した多彩かつ最新の技術情報を
お客様に提供していきます。また、海外ローカル企業の
開拓とグループ連携強化による海外事業のさらなる整備
に取り組むとともに、ICT（※1）技術の活用でものづくり
の高度情報化を促進するIoT（※2）ビジネスの構築にも
挑戦します。
※1　Information and Communication Technology
※2　Internet of Things

　当社では昨年12月、業容拡大に向けた電機・電子・機
械部門の連携による相乗効果の発揮を目指して本社を
移転しました。現在、新たな環境で新しい会社づくりへ
の社員の意識・モチベーションが高まる中で、企業風土
改革も推進しています。コーポレートガバナンスの徹底
を前提に、ダイバーシティ（多様性）推進の一環として、

女性社員の活躍や業務効率化によるワーク・ライフ・バ
ランスの実現を目指していますが、現在女性社員を中心
にLEDやAED（自動体外式除細動器）など生活関連分
野への提案活動に取り組む「ニューライフ推進室」はそ
の実践の場です。また「カイゼン推進室」は単なるコスト
ダウンではなく、業務効率化活動による時短と、適正な
利益を維持する意識づけを目指すものです。今後、こう
した活動・意識を全社に広げ浸透させていきたいと考え
ています。
　「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」を社是とする当
社の経営基盤を支える人材育成については、従来のメー
カー研修や階層別の社内研修に加えて、グローバル人材
の育成の観点から英語研修、海外研修をはじめ、当社の
事業展開を先取りする、時代に合致した多彩な育成制度
を実行していく予定です。さらに経営の見える化、スピー
ドアップという点では、グループの販売管理・会計システ
ムの一元化・共有化や、本社・支店の管理体制の強化に加
えて、今年6月より執行役員制度を導入し、業務執行責任
の明確化と業務執行の迅速化を図っています。
　前中期経営計画での全社員の努力もあり、新たな中期
経営計画を目標必達で挑戦できる組織・体制が整いまし
た。今後の当社のチャレンジにご期待ください。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。

万全な経営基盤のもと、
目標必達で計画を実行する

産業用IoT向け機器（展示会より）

株主の皆様へのメッセージ
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売上高

1,057億48百万円
前年同期比 55億28百万円減

総資産／純資産

総資産  554億39百万円
純資産  222億63百万円
総資産前年同期比  33億  9百万円減
純資産前年同期比  3億11百万円増

受注高  1,046億78百万円
受注残高  165億87百万円
受注高前年同期比  79億46百万円減
受注残高前年同期比  10億69百万円減

1株当たり純資産  1,550円73銭
自己資本比率  40.2％

親会社株主に帰属する当期純利益

16億90百万円
前年同期比 7億76百万円減

売上高経常利益率

2.5％
営業利益

24億44百万円
前年同期比 10億27百万円減

1株当たり純資産／自己資本比率経常利益

26億45百万円
前年同期比 11億16百万円減

受注高／受注残高

決算ハイライト 次期の見通し 第69期　通期業績予想
当連結会計年度における日本経済は、政府による経済政策

の効果もあり企業収益の改善を背景に設備投資は持ち直し
の動きがみられており、景気は緩やかな回復基調が続いてお
ります。しかしながら、中国をはじめとした新興国経済の減
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、自動車業界向
けの需要が堅調を維持しているものの、スマートフォン向
けの需要が伸び悩んでおります。また、中国経済減速の影
響を受けて、半導体関連業界、産業機械業界は厳しい受注
環境が続いております。

次期の見通しにつきましては、企業収益の改善を背景
に設備投資は増加基調となっていることに加えて、雇用・
所得環境も底堅く推移することにより、景気は緩やかな
回復基調が続くことが期待されます。しかしながら、引
き続き中国をはじめとした新興国経済の減速が日本経済
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
業界におきましては、スマートフォン関連の受注が伸び
悩んでおりますが、電子化が進む自動車関連業界向けは
堅調を維持することが予想されます。

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）の最終年度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いたしました。次期の中期経営計画

（Challenge 1500）も見据えて積極的な先行投資を展開
いたしましたが、当期につきましては、当初見込んでいた
市場の伸長に対して力強さを欠く展開となりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、前期に比べ減収減
益となりました。

売 上 高 114,500百万円（前年同期比8.3％増）

営 業 利 益 2,500百万円（前年同期比2.3％増）

経 常 利 益 2,700百万円（前年同期比2.1％増）
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,800百万円（前年同期比6.5％増）
１株当たり
当期純利益 125円38銭

（注）  業績予想につきましては、平成28年５月10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 5.0%減

105,748
111,276

第68期
（平成27年度）

101,378

第67期
（平成26年度）

第66期
（平成25年度）

期末 （単位：百万円）

前年同期比 1.4%増
前年同期比 5.6%減

第68期
（平成27年度）

55,439

22,263

58,748

21,951

53,698

18,654

第67期
（平成26年度）

第66期
（平成25年度）

（単位：百万円）純資産総資産

1,690

2,466

第68期
（平成27年度）

2,168

第67期
（平成26年度）

第66期
（平成25年度）

期末 （単位：百万円）

前年同期比 31.5%減

第68期
（平成27年度）

第67期
（平成26年度）

第66期
（平成25年度）

前年同期比 0.9ポイント減

2.5

3.43.4

（単位：％）売上高経常利益率

2,444

3,471

前年同期比 29.6%減

第68期
（平成27年度）

3,211

第67期
（平成26年度）

第66期
（平成25年度）

期末 （単位：百万円）

1,550.731,529.00

前年同期比 2.8ポイント増
前年同期比 1.4%増

第68期
（平成27年度）

1,299.29

第67期
（平成26年度）

第66期
（平成25年度）

40.2
37.4

34.7

（単位：％）
（単位：円）

自己資本比率
１株当たり純資産

2,645

3,761
3,438

前年同期比 29.7%減

第68期
（平成27年度）

第67期
（平成26年度）

第66期
（平成25年度）

期末 （単位：百万円）期末 （単位：百万円）

前年同期比 6.1%減
前年同期比 7.1%減

104,678

16,587

112,624

17,656

102,840

16,308

第68期
（平成27年度）

第67期
（平成26年度）

第66期
（平成25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

売上高構成比率 18.0%

電子部門

売上高構成比率 73.4%

機械部門

売上高構成比率 8.6%

売上高

190億69百万円
前年同期比 35億91百万円減

売上高

775億93百万円
前年同期比 28億79百万円減

売上高

90億84百万円
前年同期比 9億42百万円増

日本

69.7%
売上高構成比率

アジア

25.9%
売上高構成比率

欧米

3.3%
売上高構成比率

その他 ※

1.1%
売上高構成比率

売 上 高  799億95百万円（前年同期比 17億53百万円減）
営業利益    15億80百万円（前年同期比   5億48百万円減）

売 上 高  300億97百万円（前年同期比 29億16百万円減）
営業利益      8億53百万円（前年同期比   4億  7百万円減）

※  「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  36億85百万円（前年同期比 2億53百万円増）
営業利益     2百万円（前年同期比  84百万円減）

売 上 高  19億35百万円（前年同期比 6億23百万円減）
営業利益    △1百万円（前年同期比  9百万円増）

（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。

19,069
22,660

第66期
（平成25年度）

第68期
（平成27年度）

24,759

第67期
（平成26年度）

前年同期比   15.8%減
（単位：百万円）

77,59380,473

第66期
（平成25年度）

第68期
（平成27年度）

69,643

第67期
（平成26年度）

前年同期比   3.6%減
（単位：百万円）

9,0848,141

第66期
（平成25年度）

第68期
（平成27年度）

6,975

第67期
（平成26年度）

前年同期比   11.6%増
（単位：百万円）

79,99581,749
前年同期比  2.1%減

第66期
（平成25年度）

第68期
（平成27年度）

77,477

第67期
（平成26年度）

1,580
2,1282,152

（単位：百万円）
売上高
営業利益

30,09733,014
前年同期比  8.8%減

第66期
（平成25年度）

第68期
（平成27年度）

26,756

第67期
（平成26年度）

853
1,260

1,021

（単位：百万円）
売上高
営業利益

3,6853,431

第66期
（平成25年度）

第68期
（平成27年度）

3,191

第67期
（平成26年度）

前年同期比  7.4%増

2
87

26

（単位：百万円）
売上高
営業利益

1,935
2,559

前年同期比  24.4%減

第66期
（平成25年度）

第68期
（平成27年度）

2,686

第67期
（平成26年度）

△1△11△7

（単位：百万円）
売上高
営業利益

電機部門では、半導体製造装置向けの電機品の販売が増加いた
しましたが、産業機械業界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 ACサーボモータ

電子部門では、自動車関連業界向け及び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が、アミューズメント向
けの電子部品の販売は減少いたしました。

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、住宅設備業界向けの実装機の販売、自動車業
界向けの生産設備の販売が増加いたしましたが、液晶搬送設
備向けの設備機器の販売は減少いたしました。

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

LED照明モジュール

双腕ロボット

半導体製造装置向けの電機品の販売、自動車関連業界向け及び産業機械業
界向けの電子部品の販売、住宅設備業界向けの実装機の販売が増加いたし
ましたが、産業機械業界向けのサーボモータの販売、太陽光発電システム
向けの制御機器の販売、アミューズメント向けの電子部品の販売及び液晶
搬送設備向けの設備機器の販売は減少いたしました。

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が、アミューズメ
ント向けの電子部品の販売が減少いたしました。また、中国経済減速の影
響を受けて、産業機械業界向けの電機品の販売及び電子部品の販売は減少
いたしました。

自動車業界向けの生産設備の販売が増加いたしましたが、インバータ向け
の電子部品の販売は減少いたしました。

部門別の概況 セグメント別の概況部門別の概況 セグメント別の概況
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ドイツ（フランクフルト）

アメリカ（グリーンビル）
サウスカロライナ

アメリカ（シカゴ）

メキシコ
（ケレタロ）アメリカ（ロサンゼルス）

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

横浜営業所
沼津営業所

電子営業部福岡支店 大阪支店

京都支店

顧客営業部

東京西支店

本社
メカトロニクス営業部

機械システム営業部

名古屋支店
車載営業部

サンワテクノス株式会社

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

米州

中国（大連）
中国（瀋陽）

中国（天津）

中国（蘇州） 中国（上海メカトロセンター）
中国（上海）

中国（杭州）
台湾（台北）
台湾（台中）
台湾（台南）

中国（広州）
中国（深圳）

香港
香港物流センター

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.

タイ
（バンコク）
マレーシア（クアラルンプール）

シンガポール

フィリピン
（マニラ）

インドネシア
（ジャカルタ）

ベトナム
（ハノイ）

ASEAN

SUN-WA TECHNOS（SINGAPORE） PTE LTD.
SUN-WA TECHNOS（MALAYSIA）SDN.BHD.
SUN-WA TECHNOS ASIA （THAILAND） CO., LTD.
PT. SUNWA TECHNOS INDONESIA
SUN-WA TECHNOS（PHILIPPINES）, INC.
SUN-WA TECHNOS（VIETNAM） CO., LTD. 各拠点の住所と連絡先は当社ホームページ｢拠点｣をご覧ください。

http://www.sunwa.co.jp/ サンワテクノス 検　索

国 内

SUN-WA TECHNOS AMERICA,INC.
SUN-WA TECHNOS MEXICO S.A. DE C.V.

平成28年5月20日に、サンワテクノスベトナムを設立いたしました。なお設立に伴い、サンワテクノスホンコンの駐在員事務所であるハノイ事務所については今後閉鎖する予定です。

サンワグローバルネットワーク 
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連結貸借対照表
（単位：百万円）

科目／期別 前期
平成27年3月31日現在

当期
平成28年3月31日現在

（資産の部）

流動資産 49,239 46,857

固定資産 9,509 8,581

有形固定資産 3,879 3,788

無形固定資産 243 240

投資その他の資産 5,386 4,553

資産合計 58,748 55,439

（負債の部）

流動負債 32,370 28,691

固定負債 4,426 4,484

負債合計 36,797 33,176

（純資産の部）

株主資本 18,929 20,217

その他の包括利益累計額 3,022 2,045

純資産合計 21,951 22,263

負債及び純資産合計 58,748 55,439

連結損益計算書
（単位：百万円）

科目／期別
前期

自　平成26年４月 １日
至　平成27年３月31日

当期
自　平成27年４月 １日
至　平成28年３月31日

売上高 111,276 105,748

　売上原価 97,287 92,491

売上総利益 13,988 13,256

販売費及び一般管理費 10,516 10,812

営業利益 3,471 2,444

営業外収益 445 428

営業外費用 156 227

経常利益 3,761 2,645

特別損失 ― 95

税金等調整前当期純利益 3,761 2,550

法人税、住民税及び事業税 1,292 829

法人税等調整額 2 30

当期純利益 2,466 1,690

親会社株主に帰属する当期純利益 2,466 1,690

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26年４月 １日
至　平成27年３月31日

当期
自　平成27年４月 １日
至　平成28年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,353 △60

投資活動によるキャッシュ・フロー △444 △384
財務活動によるキャッシュ・フロー △470 △654
現金及び現金同等物に係る換算差額 209 △125
現金及び現金同等物の増減額 647 △1,225
現金及び現金同等物の期首残高 6,453 7,100
現金及び現金同等物の期末残高 7,100 5,875

（平成28年3月31日現在）▍会社の概要 （平成28年6月28日現在）▍役員

▍株式の状況 （平成28年3月31日現在）

サンワテクノス株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋3－1－1 東京スクエアガーデン18F
昭和24年11月4日
25億5,300万円
14,438,000株
481名（連結857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
取締役専務執行役員 田　中　裕　之
取締役常務執行役員 五十嵐　正　憲
取締役常務執行役員 三　根　省一郎

※取締役 青　木　眞　德
※取締役 小　泉　敏　郎

常勤監査役 後　藤　　　潔
常勤監査役 武　内　和　仁

※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 中村康男及び上野啓の両氏は、社外監査役であります。

常務執行役員 牧　野　利　彦
常務執行役員 花　山　一　八
常務執行役員 村　上　信　哉
常務執行役員 田　中　八重子
執行役員 髙　松　賢　治

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  3,616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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 401,200 2.79
山田　益二郎 395,000 2.75
オムロン株式会社 355,080 2.47
サンワテクノス社員持株会 283,002 1.97

（注）「持株比率」は自己株式（81,182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
503,103株
（3.48％）

役員
593,192株
（4.11%）

金融機関
3,967,480株
（27.48%）

個人・その他
4,548,209株
（31.50%）

外国法人等
1,058,341株
（7.33%）

その他の国内法人
3,767,675株
（26.10%）

（所有者別）

会社データ連結財務諸表
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▋ T O P I C S
トピックス

◆ 第6回 エコハウス＆エコビルディングEXPOに出展 ◆
平成28年3月2日（水）～4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6回 エコハウス＆エコビルディングEXPO」に出展いたし
ました。

当社の強みである制御システム製品や技術
をビル設備分野へ展開し、遠隔監視やデータ
管理による包括的なビル管理を実感できる製
品及びシステム事例を数多く展示し紹介いた
しました。

◆ IR放送のご案内 ◆
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９次中期経営計画（Challenge 1500）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」 

平成28年度放送日
第1回 平成28年 6月 8日（水）終了 第2回 平成28年８月3日（水）予定
第3回 平成28年11月16日（水）予定 第4回 平成29年2月1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。

◆ 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９次中期経営計画（Challenge 1500）、

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28年度の開催予定
　  平成28年 9月10日（土）　東京地区 

平成28年11月26日（土）　名古屋地区 
開催日が近づきましたら、当社ホームページ（http://www.sunwa.co.jp/ir/calendar/）に詳細を掲載いたします。

海外子会社事務所移転（サンワテクノス深圳）のお知らせ
SUN-WA TECHNOS（SHENZHEN）CO., LTD.（サンワテクノス深圳）は、以下の通り事務所を移転いたしました。

【新住所】   中国深圳市 湖区深南東路5002號信興廣場地王商業大廈3210-15室 
Unit 10-15, 32/F., Shun Hing Spuare Di Wang Commercial Centre, 5002 Shennan Road East, Shenzhen, 
518008,P.R.C.

　　 　　電話番号：（＋86）755－2587－9800
　　 　　FAX番号：（＋86）755－2587－9900　　※電話番号、FAX番号の変更はありません

【業務開始日】 平成28年3月21日（月）

本社移転及び事務所統合のお知らせ
当社は今後の業容拡大に対し、部門間の情報共有化及び業務の効率化を図るため、本社オフィス（中央

区八重洲）と電子部（大田区山王）を統合し以下の通り移転いたしました。
【新住所】 〒104－0031　東京都中央区京橋3－1－1　東京スクエアガーデン18F
　　 　　電話番号：（03）5202－4011（代表）
　　 　　FAX番号：（03）5202－4054（代表）
　　 　　※代表電話番号、代表FAX番号の変更はありません

【業務開始日】   平成27年12月21日（月）　本社（旧住所 中央区八重洲） 
平成28年 1月12日（火）  電子部（旧住所 大田区山王）

海外子会社事務所開設（ロサンゼルス事務所）のお知らせ
SUN-WA TECHNOS AMERICA, INC.（サンワテクノスアメリカ）において、以

下の通りアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスに事務所を開設いたしました。
【名称】   SUN-WA TECHNOS AMERICA, INC.  Los Angeles Branch 

サンワテクノスアメリカ　ロサンゼルス事務所
【住所】 3100 Bristol Street, Suite 450, Costa Mesa, California, 92626  U.S.A
　　 　電話番号：（＋1）657－205－0122
　　 　FAX番号：（＋1）657－218－0655

【開設日】 平成28年1月27日（水）ロサンゼルス事務所開所式での鏡開き

事務所開設（横浜営業所）のお知らせ
当社は、このたび以下の通り横浜営業所を開設いたしました。

【名称】 サンワテクノス株式会社　横浜営業所
【住所】 〒222－0033　神奈川県横浜市港北区新横浜3－17－5　いちご新横浜ビル6F
　　 　電話番号：（045）471－5715
　　 　FAX番号：（045）471－5716

【開設日】平成28年2月15日（月） 横浜営業所スタッフ
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