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自 平成29年4月1日　至 平成29年9月30日

証券コード8137

株式会社プロネクサス　印刷
東京都中央区京橋3－1－1 東京スクエアガーデン18F
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、配当金支払いの都度「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、厚く
御礼申し上げます。
　当期の業績につきましては、政府による継続的な
経済政策の効果を背景に緩やかな回復基調が続く
中で、当社の主力事業でありますFA・産業機器分野
は昨年度下期から引き続き好調に推移し、また有機
EL関連をはじめとする大型物件の受注や、車載機
器（ADAS）関連の受注増もあり、おかげさまで過
去最高の連結売上高と純利益を計上することがで
きました。
　中間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、1株当たり14円の配当を実施いたし
ました。また期末配当も1株当たり14円とし、年間配当
28円とさせていただく予定です。

ごあいさつ

　山本前社長がリードされてきた第９次中期経営計画
（Challenge 1500）の完遂と企業価値の向上を第一の
使命として、今年6月、社長に就任いたしました。私が
大切にしている「不易流行」の言葉どおり、開拓精神、
顧客第一主義という当社創業の伝統・理念を全社員の
行動指針として確実に継承しながら、自動車のEV化や
有機ELなどの技術革新と時代変化を的確に先取りし、
既存ビジネスのさらなる深耕と新市場開拓、新たなビ
ジネスモデルの創造に取り組んでいきます。
　また、情報ネットワークの浸透に伴い世界が小さく
なり、グローバルに変化するビジネス環境への即応力
が求められる時代の中で、企業グループとしての一体
運営、経営基盤強化に努めていきたいと考えています。
　「Challenge 1500」2年目のスタートにあたる当期

は、スマートフォン及び自動車向けの設備関連と、半
導体・産業機械分野におけるロボットや半導体製造装
置などのビジネスが好調でした。そうした中で、お客様
の世界戦略をご支援する狙いから導入した、海外各生
産拠点におけるサービスの横展開を強化する「グロー
バルキーアカウント制」の取り組みが着実に実を結び、
一つのビジネスモデルになりつつあります。それを進め
る上で当社独自の付加価値となるエンジニアリング事
業はすでに41名の技術者集団となり、協業するSI企業
とのパートナーシップも深まり、いよいよ攻めの事業基
盤が構築されてきました。
　またアジア、特に中国では内需拡大や人件費の高騰
を背景に、ものづくりの自動化が進み、日系企業をはじ
め現地企業の生産拠点へのビジネスが伸びており、欧
米についても有機ELやアミューズメント関連の受注が
連結売上高向上に寄与しました。
　一方、成長市場については、医療・食品分野の自動
化など新たな市場分野開拓に取り組む中で、今年は

「AI（人工知能）×協働ロボットが生み出す先進ファク
トリー」と題し、サンワテクニカルセミナーを全国4カ所

（名古屋、大阪、福岡、東京）で開催してお客様への技
術提案、用途開発に取り組んでいます。どの会場も盛
況で、新たな技術テーマへの関心の高さは、まさに本
格的に市場が立ち上がる“夜明け前”という様相を呈
しています。

　すでに始まっている今年度下期についても、引き続
き「Challenge 1500」2年目の戦略を着実に遂行して
いきます。目に見える具体的な取り組みとしては、コア
ビジネスのさらなる強化を目指し、従来は年度初めだけ
だった「全社メーカー拡販会議」を下期にも開催するこ
ととしました。仕入先様との連携を強化し、全社で目標・
情報を共有しながら年間計画を確実に実行します。ま
た、増員されたエンジニアリング部は、ロボット、IoT、
監視制御、自動認識など専門技術による部内組織の再
編を実施し、事業ターゲットや各人の役割・機能を明確
化することで、全社連携がしやすい環境を整備します。
　海外はグローバルSCMソリューションサービスの強
化とあわせて、先ほど触れたグローバルキーアカウント
制の効果をさらに発揮するための社内の仕組みを検討
するとともに、ローカル製品の開拓強化を視野に入れ、

“地産地消”が進むビジネスの現地化とグループとして
の内部統制強化に中長期視点で取り組んでいきます。
　成長分野の開拓では先ほど触れたサンワテクニカル
セミナーに加えて、先進技術を紹介する各種展示会の
出展をさらに充実させ、営業支援部隊と現場営業の連
携強化を図りながら、お客様や市場から技術商社とし
ての当社の価値を認知いただき、あわせて技術提案力

既存ビジネスの深耕と新たな挑戦の両輪で
好スタートを切った計画2年目

計画最終年度の戦略も視野に入れ
有効な施策を果敢に実行する

サンワテクニカルセミナーの様子（名古屋会場）

Message 株主の皆様へのメッセージ

社員が夢を持てる企業風土を築き
全社一丸で「Challenge 1500」の
完遂を目指す

代表取締役社長　田中 裕之

1 2



ン・システム（SIS）を刷
新します。これらのIT
基盤の活用法の検討
と効果の最大化に取
り組んで参ります。
　一方、企業価値向上
の一環として取り組
んでいる企業風土改
革については、組織が
個人をバックアップす
る体制を整備し、ノー
残業デーの実施など、
一人ひとりが「働き方

改革」を実践できる環境づくりを進めています。ITの積
極活用は営業力強化だけでなく、時短につながる業務
効率化を実現し、在宅勤務などのダイバーシティが可
能なモバイル環境が整備されることで、高効率を前提
とした、社員一人ひとりの働き方改革が実現するもの
と期待しているところです。
　事業を推進する強い組織力を支えるのは個人の力
と情熱です。当社のビジネスはBtoBが中心で個人の成
果が見えにくい面もありますが、社是にもあるように
社員が仕事を通じて「社会に尽くす」意識を持ち、自ら
の取り組みがどのように社会に役立ち、人を幸せにし
ているのかという“価値”を認識することが大切です。

「サンワビジョン２０２５」の実現に向け、一人ひとり
が自信と誇り、そして夢を持てるような企業風土を築
き、新たなビジネスに果敢に挑戦していきます。株主
の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜
りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◆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％

◆進捗

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

2016年度
（第69期）

2018年度
（第71期）

2017年度
（第70期）

2016年度
（第69期）

2018年度
（第71期）

2017年度
（第70期）

50,006

117,000
137,000 4,500

116,611

67,348

1,102

3,215

1,951

3,700

3,800

3,000

139,000

126,000

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

第2四半期累計期間
実績

の強化に取り組んでいきます。これらの取り組みを、
「Challenge 1500」の最終コーナーとなる計画3年目の
さらなる飛躍への“布石”としていきたいと思います。

　近年当社では、経営基盤強化策の一つとしてIT投資
を積極的に実行していますが、今後のすべての取り組
みを支えるIT基盤の投資効果の最大化を目指します。

「SFA」（営業支援システム）はすでに当社グループ共通
のインフラとして浸透が進み、部門横断での情報の一
元化により、全社ビジネスの進捗や案件情報が“見える
化”され、お客様へのサービス向上や的確な営業戦略立
案につながる市場予測が可能になっています。また、来
年には多様な働き方の実現や経営戦略の下支え等を目
的として、情報システムであるサンワ・インフォメーショ

IT基盤の最大活用により
営業力強化と働き方改革を実現する

スマートファクトリーの
デモンストレーション（展示会より）

Message 株主の皆様へのメッセージ
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売上高

673億48百万円
前年同期比 173億42百万円増

総資産／純資産

総資産  708億  5百万円
純資産  257億37百万円
総資産前期末比  59億89百万円増
純資産前期末比  20億99百万円増

1株当たり純資産  1,857円20銭
自己資本比率  36.3％

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

13億59百万円
前年同期比 5億95百万円増

営業利益

17億73百万円
前年同期比 6億91百万円増

1株当たり純資産／自己資本比率経常利益

19億51百万円
前年同期比 8億48百万円増

決算ハイライト 通期の見通し

　当第２四半期連結累計期間における日本経済は、東アジ
ア地域における地政学的リスク及び米国や欧州の政治動向
や金融資本市場の変動の影響等に伴い景況に対する不透明
感があるものの、政府による継続的な経済政策効果を背景
に、設備投資や雇用・所得環境に改善の動きが見られ、依
然として緩やかな回復基調が続いております。
　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、スマートフォン
向け及び自動車向けの需要が堅調を維持しております。ま
た、半導体関連業界・産業機械業界につきましても、ロボッ
トや半導体製造装置等の市場の好調が続いております。

　今後の国内経済の見通しは雇用・所得環境の改善が続く
中で、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくこ
とが期待されます。このような環境の中で、第９次中期経
営計画（Challenge 1500）の重点施策に関する取組みが
効果を上げたことにより、前回予想を上回る水準で推移し
ていることから、通期の業績予想を右記の通り修正いたし
ました。

　このような環境の中で当社グループは、第９次中期経営
計画（Challenge 1500）の２年目も引き続き重点施策を
推進しております。電機・電子・機械分野の最新技術と優
れた製品情報を融合させたコアビジネスに、ものづくりの
先鋭化をサポートするエンジニアリング力とグローバル
SCMソリューションをプラスし、グローバルに活躍する独
立系技術商社として新たな価値を生み出す取り組みを行っ
ております。
　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。

受注残高

254億10百万円
前期末比 68億47百万円増

受注高

719億19百万円
前年同期比 199億38百万円増

前年同期比 34.7%増

105,748

第68期
（平成27年度）

54,457

139,000
（予想）

第69期
（平成28年度）

50,006

116,611

第70期
（平成29年度）

67,348

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）

前期末比 8.9%増
前期末比 9.2%増

55,439

22,263

第68期
（平成27年度）

70,805

25,737

第69期
（平成28年度）

64,816

23,637

第70期
第2四半期末
（平成29年度）

純資産
総資産 （単位：百万円）

前年同期比 78.0%増

1,033

1,690

第68期
（平成27年度）

763

2,650
（予想）

第69期
（平成28年度）

1,359

第70期
（平成29年度）

1,584

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）

前年同期比 63.9%増

1,417

2,444

1,082

3,500
（予想）

第68期
（平成27年度）

第69期
（平成28年度）

3,014

1,773

第70期
（平成29年度）

（単位：百万円）
期末
第２四半期累計期間

第68期
（平成27年度）

1,550.73

第69期
（平成28年度）

1,857.20
1,705.66

第70期
第2四半期末
（平成29年度）

40.2
36.336.5

（単位：％）
（単位：円）

自己資本比率
１株当たり純資産

前期末比 0.2ポイント減
前期末比 8.9%増前年同期比 76.9%増

1,545

2,645

第68期
（平成27年度）

1,102

3,800
（予想）

第69期
（平成28年度）

1,951

第70期
（平成29年度）

3,215

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）

18,562

平成２8年
9月末

前期末比 36.9%増

18,058
16,587

平成２7年
9月末

平成２8年
3月末

25,410

平成２9年
9月末

（当第2四半期末）

20,839

平成２9年
3月末

期末
第２四半期末 （単位：百万円）

71,919

第69期
（平成28年度）

前年同期比 38.4%増

54,859

104,678

第68期
（平成27年度）

51,981

120,863

第70期
第2四半期累計期間
（平成29年度）

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）

第70期　通期業績予想
売 上 高 139,000百万円（前年同期比19.2％増）

営 業 利 益 3,500百万円（前年同期比16.1％増）

経 常 利 益 3,800百万円（前年同期比18.2％増）
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 2,650百万円（前年同期比67.3％増）
１株当たり
当期純利益 191円22銭

（注）  業績予想につきましては、平成29年10月30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。

決算ハイライト

5 6



電機部門

売上高構成比率 18.4%

電子部門

売上高構成比率 74.7%

機械部門

売上高構成比率 6.9%

売上高

123億90百万円
前年同期比 32億74百万円増 

前年同期比 35.9%増

10,108

第68期
第2四半期
累計期間

（平成27年度）

9,115

第69期
第2四半期
累計期間

（平成28年度）

12,390

第70期
第2四半期
累計期間

（平成29年度）

（単位：百万円）

売上高

503億39百万円
前年同期比 136億34百万円増

40,469

第68期
第2四半期
累計期間

（平成27年度）

36,704

第69期
第2四半期
累計期間

（平成28年度）

50,339

第70期
第2四半期
累計期間

（平成29年度）

（単位：百万円）
前年同期比 37.1%増

売上高

46億19百万円
前年同期比 4億33百万円増

3,880

第68期
第2四半期
累計期間

（平成27年度）

4,186

第69期
第2四半期
累計期間

（平成28年度）

4,619

第70期
第2四半期
累計期間

（平成29年度）

（単位：百万円）
前年同期比 10.4%増

日本

70.2%
売上高構成比率

アジア

24.0%
売上高構成比率

欧米

5.2%
売上高構成比率

その他 ※

0.6%
売上高構成比率

産業機械業界の製造設備向けの電機品の販売、自動車関連業界、産
業機械業界向けの電子部品の販売及び社会インフラ設備向けの電子
機器の販売、電子部品業界向けの生産設備の販売が増加いたしまし
た。また、FPD関連業界向けにおいては搬送設備の販売が増加いた
しましたが、生産設備の販売は一部減少いたしました。

売 上 高 523億85百万円（前年同期比 113億17百万円増）
営業利益      9億35百万円（前年同期比  1億84百万円増）

前年同期比 27.6%増
40,093

第68期
第2四半期
累計期間

（平成27年度）

41,068

第69期
第2四半期
累計期間

（平成28年度）

52,385

925 751

第70期
第2四半期
累計期間

（平成29年度）

935

（単位：百万円）
売上高
営業利益

アジア地域では、産業機械業界向けの電子部品の販売及び電機品の
販売が増加いたしました。

売 上 高 177億34百万円（前年同期比  58億91百万円増）
営業利益      6億74百万円（前年同期比  3億65百万円増）

前年同期比 49.7%増
16,336

第68期
第2四半期
累計期間

（平成27年度）

11,843

第69期
第2四半期
累計期間

（平成28年度）

17,734

500
308

第70期
第2四半期
累計期間

（平成29年度）

674

（単位：百万円）
売上高
営業利益

欧米では、FPD関連業界向けの電機品の販売及びアミューズメント
向けの電子部品の販売が増加いたしました。

※  「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    37億58百万円（前年同期比  18億66百万円増）
営業利益      1億62百万円（前年同期比  1億45百万円増）

前年同期比 98.6%増

1,726

第68期
第2四半期
累計期間

（平成27年度）

1,892

第69期
第2四半期
累計期間

（平成28年度）

3,758

7 16

第70期
第2四半期
累計期間

（平成29年度）

162

（単位：百万円）
売上高
営業利益

売 上 高      7億47百万円（前年同期比  38百万円増）

営業利益          △3百万円（前年同期比  6百万円減）
前年同期比 5.5%増
1,102

第68期
第2四半期
累計期間

（平成27年度）

709

第69期
第2四半期
累計期間

（平成28年度）

747
△5 2

第70期
第2四半期
累計期間

（平成29年度）

△3

（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。

電機部門では、産業機械業界の製造設備向けの電機品の販売
が増加いたしました。

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、自動車関連業界、産業機械業界向けの電子部
品の販売及び社会インフラ設備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）、タッチパネル、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、電子部品業界向けの生産設備の販売が増加い
たしました。また、FPD（フラットパネルディスプレイ）関
連業界向けにおいては搬送設備の販売が増加いたしましたが、
生産設備の販売は一部減少いたしました。

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、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

ACサーボモータ

ダイオード

双腕ロボット

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

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
FAシステム営業部

名古屋支社

三河営業所

第一営業部
浜松営業所
三重営業所

第二営業部

車載営業部

沼津営業所

横浜支店

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.

サンワグローバルネットワーク 
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（平成29年9月30日現在）▍会社の概要 （平成29年9月30日現在）▍役員

▍株式の状況 （平成29年9月30日現在）

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  3,053名
4.  大株主

5.  株式の分布状況

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 831,900 株 6.00 ％
株式会社安川電機 797,280 5.75
第一生命保険株式会社 729,960 5.26
オリジン電気株式会社 498,000 3.59
オークマ株式会社 435,600 3.14
山田　益二郎 396,900 2.86
株式会社りそな銀行 395,160 2.85
株式会社三菱東京UFJ銀行 395,160 2.85
オムロン株式会社 355,080 2.56
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 326,900 2.35

（注）「持株比率」は自己株式（579,893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
560,216株
（3.88％）

役員
551,612株
（3.82％）

金融機関
3,907,980株
（27.07％）

その他の国内法人
3,604,301株
（24.96％）

個人・その他
4,056,711株
（28.10％）

外国法人等
1,757,180株
（12.17％）

（所有者別）

会社データ

四半期連結貸借対照表
（単位：百万円）

科目／期別 前期
平成29年3月31日現在

当第2四半期
平成29年9月30日現在

（資産の部）

流動資産 55,507 59,948

固定資産 9,309 10,857

有形固定資産 3,056 3,132

無形固定資産 222 195

投資その他の資産 6,030 7,528

資産合計 64,816 70,805

（負債の部）

流動負債 36,596 37,528

固定負債 4,581 7,539

負債合計 41,178 45,068

（純資産の部）

株主資本 21,034 22,199

その他の包括利益累計額 2,603 3,537

純資産合計 23,637 25,737

負債及び純資産合計 64,816 70,805

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28年4月 1 日
至　平成28年9月30日

当第2四半期累計期間
自　平成29年4月 1 日
至　平成29年9月30日

売上高 50,006 67,348
売上原価 43,674 59,403

売上総利益 6,331 7,945
販売費及び一般管理費 5,249 6,172

営業利益 1,082 1,773
営業外収益 208 216
営業外費用 188 39

経常利益 1,102 1,951
特別利益 36 －
特別損失 13 －

税金等調整前四半期純利益 1,125 1,951
法人税等 361 591

四半期純利益 763 1,359

親会社株主に帰属する四半期純利益 763 1,359

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28年4月 1 日
至　平成28年9月30日

当第2四半期累計期間
自　平成29年4月 1 日
至　平成29年9月30日

営業活動によるキャッシュ・フロー 812 △1,301

投資活動によるキャッシュ・フロー 38 △66
財務活動によるキャッシュ・フロー △647 2,144
現金及び現金同等物に係る換算差額 △571 △26
現金及び現金同等物の増減額 △368 750
現金及び現金同等物の期首残高 5,875 6,275
現金及び現金同等物の四半期末残高 5,506 7,026

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
532名（連結951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、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　本　　　勢
代表取締役社長 田　中　裕　之
取締役相談役 山　田　益二郎
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 武　内　和　仁
常勤監査役 後　藤　　　潔

※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

第2四半期連結財務諸表
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▋ T O P I C S
トピックス

個人投資家様向け会社説明会（横浜）を開催
　平成29年11月18日（土）関内新井ホール（横浜）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。
　当日は180名の個人投資家の皆様が来場され、当社IR放送のパーソナリティでもある
ラジオNIKKEIの鎌田記者との対談方式で、山本会長より会社概要、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。

■今後の開催予定
　平成30年3月3日（土）　高松（四国地区）
　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。

IR放送のご案内
　IR活動の一環として、ラジオNIKKEIの番組に山本会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29年度放送日
第１回 平成29年 6月７日（水）終了 第２回 平成29年８月２日（水）終了
第３回 平成29年11月１日（水）終了 第４回 平成30年２月７日（水）予定

　第１～３回の放送は終了し、オンデマンドで配信中です。

第28回　設計・製造ソリューション展に出展
平成29年6月21日（水）～23日（金）東京ビッグサイトで開催された「日本ものづくりワールド2017」内 

『第28回　設計・製造ソリューション展』に出展いたしました。
　「IoTでつながる、生産改善ソリューション」をテーマに、メーカーの製品特長を活かしたフレキシブルな次世代ソリュー
ションをご提案し、「設備をつ
なぐ、現場をつなぐ、情報を
つなぐ」技術商社として、既
存設備を活かしながらスモー
ルスタートができるIoT化や、
データ分析による生産性向上
など生産効率改善に貢献する
製品や技術を数多く展示し紹
介いたしました。

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

　【新住所】
 　　中国瀋陽市和平区南京北街272号北約客置地広場10層10号
 　　Room 10, 10th Floor, North York Landmark, No.272 Nanjingbei Street,
 　　Heping District, Shenyang, 110001, P.R.C.
 　　電話番号：（＋86）24－3131－1822
 　　FAX番号：（＋86）24－3131－1833　※電話番号、FAX番号の変更はありません。

　【業務開始日】
 　　平成29年6月12日（月）
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