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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

第69期 中間株主通信
自 平成28年4月1日　至 平成28年9月30日

証券コード8137



お客様

さまざまな要素技術を最適に組み合わせた技術提案から、品質管理・メンテナンス
まで一貫したサービスを提供します。コーディネーターとしてメーカーとお客様をつなぎ、
ものづくりを支援します。

メーカー

TDKラムダ

安川電機

オムロン

ミネベア

等

サンワテクノス

エンジニアリング支援
最適な部品や機器、
技術を選んで組み合せ
システムで提供

協力会社

設計、
制御盤・加工品製作 等

電子部品

産業用ロボット

制御機器

代表取締役社長　山本　勢

グループ全体で目標と
未来へのビジョンを共有し、

「Challenge 1500」の
スタートダッシュに挑む

　第９次中期経営計画（Challenge 1500）の遂行では、
推進の駆動力となる社員一人ひとりに計画の方針・施策
を浸透させることができ、グループ一丸での取り組みが
力強くスタートしています。組織として今年1月、電機・
電子・機械の総合力のさらなる強化を狙い、42年ぶりに
3部門を新本社に統合し、旧サンワテスコムとの事業統合
による「エンジニアリング事業」の拡充と併せて強固な経
営基盤が整備されました。さまざまな場面で全社横断で
のシナジーが生まれており、その結果が現在の受注増に
表れています。
　成長市場への取り組みでは、昨年立ち上げた自動車（車
載機器）分野への特化型組織（車載営業部）が一定の成果
をあげ、今後さらなる成長が見込まれるとともに、自動
車部品メーカーの自動化や、画像処理によるトレーサビ
リティ向上などの新たなテーマに対して、当社が貢献で

　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。
　当期の業績につきましては、まず第1四半期が予想以
上に厳しい結果となりました。当社主力のお客様である
FA業界の事業環境が厳しく、また中国経済の減速とそ
の影響が新興国にも及んだことが主な要因です。産業分
野で見ると、特に太陽光発電、電子部品関係ではアミュー
ズメント業界の受注が停滞しました。しかし第2四半期に
入る頃から中国での受注が上向いてFA業界の受注も堅
調に推移しており、また自動車関連（設備・車載機器）の
ビジネスが力強く伸び、今後への手応えを感じています。
　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 組織連携による機動力で、
新たな市場開拓に果敢に挑む

きるフィールドが生まれています。また食品分野では、加
工プロセスの自動化ニーズに応えるシステムを独自に試
作し、導入・実用化に向けた提案活動に注力しています
が、今後採用されると世界規模での展開が期待されます。
　こうした新たな展開は、電機・電子・機械の融合とエン
ジニアリング事業の技術基盤整備が合致しつつある一つ
の成果です。特にエンジニアリング事業では、電機・機械
の技術領域の融合と、業務提携企業（SI企業）※との連携・
協力関係による具体的な実績が出始めています。今後、
仕入先様の幅広い製品バリエーションを活かし、自動車
関連や新エネルギー、社会インフラに加えて、バイオメディ
カルなどの医療分野、AED（自動体外式除細動器）・LED
などの生活分野にフォーカスする取り組みも、引き続き
積極的に展開していきます。
※システムをとりまとめる業者

　一方、現在までサンワグローバルネットワークを最大限
に活用し、IN-OUT、OUT-IN、OUT-OUTのビジネス
モデルを構築してきた「グローバルSCMソリューション
事業」では、グローバル企業であるお客様の海外生産化

が継続的に進む中で、チャイナ・プラス・ワンとして地産
地消、あるいはコスト面で中国からASEANに生産拠点を
移動する、海外現地間での移転・拡張の動きが顕著になっ
てきました。当社としては、世界25拠点での情報収集力
と世界を結ぶネットワークを駆使して、それぞれのお客
様の各海外生産拠点に対してどこでも均一な品質・サー
ビスを提供できる体制を強化し提案活動に努めています。
　今年5月、日系のお客様の現地サポート、優良サプライ
ヤーの発掘を目的に設立したベトナム現地法人（ハノイ）
では、新設される現地工場の設備・コンポーネントの関連
部品を現地通貨でお取引しており、単なる貿易商社とは
一線を画した、現地に根付いたサービスを提供する事業
体制を整備しています。現在、一層の市場拡大が見込ま
れる現地での営業力強化を狙い、ASEAN周辺拠点の応
援のもと、ホーチミンへの拠点開設を検討しています。ま
た、人口の増加とともに持続的な経済成長が見込まれる
インドにおいても、ASEAN各拠点で収集した情報とお
客様のニーズを大局的に捉え、現地の拠点開設に向けた
調査を開始しています。
　今後当社では、グローバル企業の世界規模での生産計
画に対して、お客様ごとの海外戦略をトータルでマネジ
メントし生産最適化に貢献できる人材育成と組織力強化
に取り組んでいきます。

　「Challenge 1500」1年目のスタートとなる今年度上
期は、年度目標の達成にこだわり、全社員の挑戦とグルー
プの連携・協業を後押しする施策を実施してきました。
その一例が商談の発掘と獲得へのグループ社員のモチ
ベーション向上を図る「サマーキャンペーン」です。今年
は計画内の重点施策の一つである「コアビジネスの強化

（主要仕入先の代理店機能強化）」を主要テーマに掲げま

エンジニアリング事業について

地域・お客様ごとのグローバル戦略を
世界規模で最適支援

独立系技術商社の
強みが活きる新たな時代へ
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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％

◆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）

3,000

2016年度
（第69期）

2018年度
（第71期）

2017年度
（第70期）

50,006

117,000 126,000
137,000

3,700

4,500

111,000

1,102

2,450

第2四半期累計期間 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 業績予想 目標

した。受注案件の推移・見込み・目標などを“見える化”す
る営業支援システム（SFA）の活用により、グループ全社・
全員参加型の活動を展開し、その結果、「Challenge 
1500」完遂への目標の共有化と、3部門の融合・グループ
連携が進みました。
　また、有望技術のトレンドを紹介する「サンワテクニカ
ルセミナー」では、産業界が志向するIoTやインダストリー
4.0に関連する技術情報を提供し、仕入先様・お客様と共
に、ものづくりのイノベーションに向けた新たなフィー
ルドづくりに取り組んでいます。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」の実現
は、既存のビジネスの延長線だけでなく、新規事業の確
立が不可欠です。約3,000社のお客様と約1,900社の仕
入先様を持つ独立系技術商社の強みを活かし、領域的に
広く、専門的には深く、既存のお客様へのさらなる深耕
と新たな市場開拓にチャレンジしていきます。
　一方、強靭な企業体質を築くための業務効率化につい

ては、ワーク・ライフ・バランス、ダイバーシティの推進、
ICTの活用などをキーワードにカイゼン推進室と各部店、
拠点が連動し、全社の実態に即した“企業風土”として根
付く活動を継続的に実施していきます。
　当社では情報技術が発達しても、創業からのDNAで
あるFace to Faceの心の通った営業活動とサービスを
経営の基本に据えています。これからもお客様が喜び、
社員が誇りとやりがいを持てるような事業を継続してい
きます。そしてそのためには、社是にある「会社を興し 
社会に尽くす」を実践する自立の精神、チャレンジ精神を
持つ人材・後継者の育成が不可欠です。研修制度では、
現在実施している階層別のプログラムに加えて、特に課
長クラスの営業マインドを鍛える教育の場を強化してい
きます。また人事については、今年入社する約50名の新
人の最適配置はもちろんのこと、世界各拠点の現地社員
と本社社員の人事交流を活性化し、グループの一体感醸
成と当社理念の共有化を図ります。
　現在は厳しい市場環境にありますが、当社は厳しけれ
ば厳しいほど、その困難に打ち勝ってきた実績と自信が
あります。今後も逆境をバネに成長する会社であり続け
ていきますので、株主の皆様におかれましては、引き続
きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

サマーキャンペーン2016
表彰式の様子
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売上高

500億6百万円
前年同期比 44億51百万円減

総資産／純資産

総資産  551億13百万円
純資産  216億40百万円
総資産前期末比  3億25百万円減
純資産前期末比  6億23百万円減

1株当たり純資産  1,561円50銭
自己資本比率  39.3％

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益

7億63百万円
前年同期比 2億69百万円減

営業利益

10億82百万円
前年同期比 3億35百万円減

1株当たり純資産／自己資本比率経常利益

11億2百万円
前年同期比 4億42百万円減

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、政府に
よる経済政策の効果もあり、雇用・所得環境の改善傾向が
続くなど緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしな
がら、急速な円高の進行や、中国をはじめとする新興国経
済の減速が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、スマートフォン向
け及び自動車関連業界向けの需要は引き続き堅調を維持し
ているものの、中国経済減速や円高進行の影響を受けて、産
業機械業界は厳しい受注環境が続いており、先行き不透明
な状況で推移しております。一方で、半導体関連業界の見
通しは回復が見込まれており、明るい兆しが現れております。

　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、中国経済減速や
円高進行の影響を受けて産業機械業界は厳しい受注環境が
続いており、先行きは不透明感が強くなってきております。
一方で、半導体関連業界の見通しは回復が見込まれており、
明るい兆しが現れております。

　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）の初年度として新たな取組みを
スタートさせております。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組みを推
進しておりますが、急速な円高進行が業績に大きな影響を
及ぼす状況となりました。
　この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、前年同
期を下回る結果となりました。

受注残高

185億62百万円
前期末比 19億75百万円増

受注高

519億81百万円
前年同期比 28億78百万円減

前年同期比 8.2%減

111,276

第67期
（平成26年度）

50,784

105,748

第68期
（平成27年度）

54,457

111,000
（予想）

第69期
（平成28年度）

50,006

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）

前期末比 0.6%減
前期末比 2.8%減

55,439

22,263

第68期
（平成27年度）

58,748

21,951

第67期
（平成26年度）

55,113

21,640

第69期
第2四半期末
（平成28年度）

純資産
総資産 （単位：百万円）

前年同期比 26.1%減

1,108

2,466

第67期
（平成26年度）

1,033

1,690

第68期
（平成27年度）

763

1,650
（予想）

第69期
（平成28年度）

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）

前年同期比 23.6%減

1,552

3,471

1,417

2,444

1,082

2,250
（予想）

第67期
（平成26年度）

第68期
（平成27年度）

第69期
（平成28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）

1,550.731,529.00

第67期
（平成26年度）

第69期
第2四半期末
（平成28年度）

1,561.50

37.4
40.2 39.3

（単位：％）
（単位：円）

自己資本比率
１株当たり純資産

前期末比 0.9ポイント減
前期末比 0.7%増前年同期比 28.7%減

1,710

3,761

第67期
（平成26年度）

1,545

2,645

第68期
（平成27年度）

1,102

2,450
（予想）

第69期
（平成28年度）

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

（当第2四半期末）

前期末比 11.9%増

18,058
16,587

平成２7年
9月末

平成２8年
3月末

17,11117,656

平成２6年
9月末

平成２7年
3月末

期末
第２四半期末 （単位：百万円）

51,981

第69期
第2四半期累計期間
（平成28年度）

前年同期比 5.2%減

54,859

104,678

第68期
（平成27年度）

51,587

112,624

第67期
（平成26年度）

期末
第２四半期累計期間（単位：百万円）

第69期　通期業績予想
売 上 高 111,000百万円（前年同期比5.0％増）

営 業 利 益 2,250百万円（前年同期比8.0％減）

経 常 利 益 2,450百万円（前年同期比7.4％減）
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,650百万円（前年同期比2.4％減）
１株当たり
当期純利益 117円65銭

（注）  業績予想につきましては、平成28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。

決算ハイライト
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電機部門

売上高構成比率 18.2%

電子部門

売上高構成比率 73.4%

機械部門

売上高構成比率 8.4%

売上高

91億15百万円
前年同期比 9億92百万円減

前年同期比 9.8%減

10,108

第68期
第2四半期
累計期間

（平成27年度）

10,334

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

9,115

第69期
第2四半期
累計期間

（平成28年度）

（単位：百万円）

売上高

367億4百万円
前年同期比 37億65百万円減

36,445

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

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）

（単位：百万円）
前年同期比 9.3%減

売上高

41億86百万円
前年同期比 3億5百万円増

4,003

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

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）

（単位：百万円）
前年同期比 7.9%増

日本

74.3%
売上高構成比率

アジア

21.3%
売上高構成比率

欧米

3.5%
売上高構成比率

その他 ※

0.9%
売上高構成比率

産業機械業界向けのサーボモータ等の販売、自動車関連業界向けの
電子部品の販売、小売店舗向けのショーケース用LED照明の販売及
び液晶関連業界向けの生産設備の販売が増加いたしましたが、太陽
光発電システム向けの制御機器の販売及び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。

売 上 高  410億68百万円（前年同期比 9億74百万円増）

営業利益    7億51百万円（前年同期比 1億74百万円減）
前年同期比 2.4%増
39,622

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

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）

975 925 751

（単位：百万円）
売上高
営業利益

産業機械業界向けの電機品の販売が増加いたしましたが、中国をは
じめとする新興国経済減速の影響を受けて、アミューズメント向け
及び産業機械業界向けの電子部品の販売が減少いたしました。

売 上 高  118億43百万円（前年同期比 44億93百万円減）

営業利益    3億 8百万円（前年同期比  1億91百万円減）
前年同期比 27.5%減
12,916

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

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）

553 500
308

（単位：百万円）
売上高
営業利益

産業機械業界向けの生産設備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   18億92百万円（前年同期比 1億66百万円増）

営業利益        16百万円（前年同期比  9百万円増）
前年同期比 9.7%増
1,475

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

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）

36
7 16

（単位：百万円）
売上高
営業利益

売 上 高   7億 9百万円（前年同期比 3億92百万円減）

営業利益         2百万円（前年同期比  7百万円増）
前年同期比 35.7%減
1,161

第67期
第2四半期
累計期間

（平成26年度）

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）

△20 △5 2

（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、新規需要の開拓等が貢献して産業機械業界向
けのサーボモータ等の販売が増加いたしましたが、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、自動車関連業界向けの電子部品の販売及び小
売店舗向けのショーケース用LED照明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。

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、液晶関連向け及び産業機械業界向けの生産設
備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

ACサーボモータ

LED照明モジュール

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）

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.

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

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

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

サンワグローバルネットワーク
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（平成28年9月30日現在）▍会社の概要 （平成28年9月30日現在）▍役員

▍株式の状況 （平成28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  3,692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 5.75 ％
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
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
山田　益二郎 395,000 2.85
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 386,000 2.78
オムロン株式会社 355,080 2.56
サンワテクノス社員持株会 265,502 1.91

（注）「持株比率」は自己株式（579,353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
587,319株
（4.07％）

役員
525,912株
（3.64%）

金融機関
3,363,680株
（23.30%）

その他の国内法人
3,793,375株
（26.27%）

個人・その他
5,326,360株
（36.89%）

外国法人等
841,354株
（5.83%）

（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28年3月31日現在

当第2四半期
平成28年9月30日現在

（資産の部）

流動資産 46,857 46,517

固定資産 8,581 8,596

有形固定資産 3,788 3,683

無形固定資産 240 215

投資その他の資産 4,553 4,696

資産合計 55,439 55,113

（負債の部）

流動負債 28,691 28,397

固定負債 4,484 5,076

負債合計 33,176 33,473

（純資産の部）

株主資本 20,217 20,408

その他の包括利益累計額 2,045 1,232

純資産合計 22,263 21,640

負債及び純資産合計 55,439 55,113

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27年4月 1 日
至　平成27年9月30日

当第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

売上高 54,457 50,006
売上原価 47,709 43,674

売上総利益 6,748 6,331
販売費及び一般管理費 5,331 5,249

営業利益 1,417 1,082
営業外収益 216 208
営業外費用 87 188

経常利益 1,545 1,102
特別利益 － 36
特別損失 － 13

税金等調整前四半期純利益 1,545 1,125
法人税等 512 361

四半期純利益 1,033 763

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,033 763

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27年4月 1 日
至　平成27年9月30日

当第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

営業活動によるキャッシュ・フロー △190 812

投資活動によるキャッシュ・フロー △301 38
財務活動によるキャッシュ・フロー △263 △647
現金及び現金同等物に係る換算差額 22 △571
現金及び現金同等物の増減額 △732 △368
現金及び現金同等物の期首残高 7,100 5,875
現金及び現金同等物の四半期末残高 6,367 5,506

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
503名（連結875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 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

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）終了

第３回　平成28年11月16日（水）終了 第４回　平成29年2月1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。

IR放送のご案内

個人投資家様向け会社説明会（東京、名古屋）を開催
　平成28年9月10日（土）大和コンファレンスホール（東京地区 大和インベスター・
リレーションズ主催）、11月26日（土）ホテルレオパレス名古屋（名古屋地区 ラジ
オNIKKEI主催）で開催された「個人投資家向け会社説明会」に参加いたしました。
　東京では約400名、名古屋では約200名の個人投資家の皆様が来場され、山本社
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。また、名古屋での説明会は当社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行いました。
　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。

SUN-WA TECHNOS（VIETNAM）CO., LTD.
サンワテクノス ベトナム

【住所】
14/F, VIT Tower, 519 Kim Ma, Ba Dinh Dist., Hanoi, VIETNAM
電話番号：（＋84）4－3856－6688
FAX番号：（＋84）4－3724－7286

【開設日】
平成28年5月20日（金）

海外子会社設立（サンワテクノス ベトナム）のお知らせ
ベトナム進出顧客への現地密着サービスを行い、ASEAN地域での更なる事業拡大を図ることを目的に、
以下の通りベトナム社会主義共和国に子会社を設立いたしました。

フジプレアム株式会社との業務提携合意に関するお知らせ
当社は、このたびフジプレアム株式会社とメカトロニクス事業において業務提携に合意いたしましたので以下の通りお知らせい
たします。
1．業務提携の目的
 　  メカトロニクス事業においてロボットを使用した自動化システムの提案から設計、製作、設置、試運転まで、両社でお互い

の強みを活かして協力して業務を進めるため、今回の業務提携合意にいたりました。
2．提携の概要
 　  メカトロニクス事業において、フジプレアム株式会社は設計及び製作その他関連業務を、サンワテクノス株式会社はマーケ

ティング及び営業とその他関連業務を協力して推進いたします。
3．業務締結日
 　平成28年4月5日（火）

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

【新住所】
中国大連市中山区中山路88号天安国際大廈4602室
Room 4602, Dalian Tianan Tower No.88 Zhongshan Road, Zhongshan District, Dalian, 116001, P.R.C.
電話番号：（＋86）411－8230－2188
FAX番号：（＋86）411－8230－2199　※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6月27日（月）
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