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リング事業の強みとなる技術領域の明確化や、昨年４月に
設置した「グローバルSCMソリューション部」を司令塔とす
る製造移管ビジネスのインフラ強化、成長著しい現地市場
の開拓に挑戦するベトナムのホーチミンに事務所を開設、さ
らに当社事業の動脈を担う新物流システム（WMS）を駆使
した物流コストなどの見える化・効率化を積極的に進めまし
た。物流倉庫の立地を含めたサプライチェーンの全体最適
を目指す取り組みにゴールはありませんが、技術商社として
今後も追求し続けていきます。また、長期的成長を見据えた
新しい事業の創出についても、医療・健康分野などの市場
領域で新たなアイデアとビジネスモデルが生まれています。

さらに昨年7月に、社内ITインフラ「SIS2018」によるICT利
活用の一環として、四国営業所・大阪支店間のテレワークを開
始しましたが、ロケーションフリーでオフィス業務を効率的、か
つスピーディに実行するこの取り組みは、出張費を含めた販売
管理費の削減と、情報力・顧客対応力向上による売上拡大に
寄与しています。これは最近の新型コロナウイルス感染リスク
軽減を志向した在宅勤務体制に柔軟に対応する強力なツー
ルにもなっており、昨年7月に本格稼働した新SFA（営業支援
システム）の活用による業務効率改善とともに、働き方改革の
推進につながる大きな流れだと捉えています。

先行きが不透明な社会環境下で迎えた「NEXT 1800」の
第2フェーズは、事業方針として、まず「コアビジネス」の原点
であり、当社の事業基盤である代理店事業でのさらなる販売
力強化に取り組みます。現在仕入先様の企業数が増え、取扱
製品も多様化する中で、電機・電子・機械の部門ごとの視点と
あわせて、主要メーカーごとの製品の提案・拡販にフォーカス
を当て、営業力の強化を図ります。

また、その武器となるエンジニアリング事業では、業務の可
視化による組織力・収益力向上をテーマに、費用対効果を意
識した強みの明確化と付加価値の創出を目指していきます。
いわば「コト」を売る本事業の付加価値を、ビジネスとしてお
客様からきちんと認知・評価していただけるように営業・技術
一体で進めていきます。

グローバルSCMソリューション事業も製造拠点移管ビジネ
スをはじめ、付加価値となる「コト」を売る意識を強く持ち、お
客様からその価値を適正に評価いただける取り組みを展開し
ていきます。また中国では、昨年12月に上海サンワテクノスの
事務所移転と上海メカトロセンターを移転・統合し、有機的な
連携強化に取り組んでいますが、従来からの日系企業へのサ
ービス向上とともに、優良なローカル企業の開拓強化を図り
ます。グローバル事業の強化については、さらに今年6月、世
界市場の情勢変化が著しい事業環境下で、「中国地域統括
部」「アジア太平洋地域統括部」「欧米地域統括部」を設置
し、従来国際本部が全体統括していた海外ビジネスにおける
各エリア最適を強力に推進し、海外ビジネスの売上高拡大に
つなげていきます。

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。

当期の事業環境につきましては、通商問題や英国EU離
脱問題など世界経済を巡る動向と金融資本市場の変動、さ
らに年初からの新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
依然景気の先行きが不透明な状態で推移しました。こうした
状況を背景に、当社グループの主力事業分野である産業用
エレクトロニクス・メカトロニクス業界では、FA・産業機器分
野の設備投資の先送りもあり、当期の連結売上高、経常利
益ともに前年同期を下回る結果となりました。

しかしながら、第４四半期に入り、次世代通信規格「５G」商
用化への対応を含めた半導体製造装置関連市場の立ち上
がりなど明るい兆しが見え、また、現在は中国や国内市場にお
ける電機品の受注も伸長しています。今後引き続き予断を許
さない状況ではありますが、新事業分野への挑戦を含めて果

敢に前進したいと考えています。
新型コロナウイルスの世界的感染拡大の影響を受けた自

動車産業の生産縮小（自動車搭載機器）など、現時点の不
透明な事業環境下において、中期経営計画「NEXT 1800」
２年目の通期業績予想は控えさせていただいていますが、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17円として、中間配
当17円と合わせ、年間配当を34円とさせていただきました。
当社では今後も株主の皆様への安定配当の継続を目指して
まいります。

 

第10次中期経営計画「NEXT 1800」の１年目は、重点
施策であるコアビジネス（代理店事業、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）の強化を目指す過
程で、代理店事業での積極的な拡販活動を促すエンジニア

 

新しい事業モデルの構築・推進については、引き続き「イ
ントラプレナー制度」を活用し、医療・健康分野をはじめとす
る多彩な市場領域で、サブスクリプション方式（※1）によるレ
ンタル業を含めた新ビジネス創出に取り組むとともに、今後、
バックキャスト（※2）機能として若手・中堅社員の2チーム体
制で、「30年後の世界」を描き、10年後、20年後の事業戦略
を明確化する取り組みをスタートします。これは昨年創立70
周年を迎えた当社の、“100年企業”への強固なロードマップ
づくりとも言えます。また、従来部門ごとに企画・実施してきた
新技術を紹介する「サンワテクニカルセミナー」や展示会につ
いては、営業企画室が一元的に統括し、全社の事業戦略に

基づく有効なテーマ設定と展開を計画的に行っていきます。
一方、持続可能な社会・企業を目指すSDGs（※3）への貢

献については、海外現地法人の社員や新事業を企画・創出で
きる人材の育成をスタートしましたが、新型コロナウイルス感
染の情勢が回復次第、積極的に施策を実行していきます。社
内研修制度「サンワカレッジ」でも、階層別、技術講習会を含
めた専門別の教育プログラムを体系的に整備し、社是にある

「人を創り」の実践を通して、当社の長期的成長と、SDGsへ
の貢献につなげていきたいと考えています。

現在の厳しい事業環境の中でも、「NEXT 1800」の完遂
に向け、刻 と々変化する世界経済・市場環境に柔軟に対応し
ながら、次世代通信規格「5G」、ロボティクスの成長市場を牽
引役に、今後の伸びが期待されるFA・産業機器分野の受注
を確実に捕捉していきます。当社として未来の世界や市場、
技術を想定し、事業環境の急激な変動やリスクにも対応でき
る強固な経営基盤を確立し、常に夢を持ち明るく、逆風をチャ
ンスに変える気概を持って前進し続けます。

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。
※1　提供する商品やサービスの数ではなく、利用期間に対して対価を支払う
方式。
※2　目標となる未来を定めた上で、そこを起点に現在を振り返り、今何をすべ
きか考える未来起点の発想法。
※3　持続可能な開発目標。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可
能な開発のための2030アジェンダ」に明記された2030年までの国際目標。

厳しい事業環境を成長のチャンスと捉え、
「NEXT 1800」の第2フェーズに挑む

代表取締役社長　田中 裕之
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ごあいさつ

着実に重点施策を実行した
「NEXT 1800」の１年目

独自の強みと付加価値を明確化し、
コアビジネスに磨きをかける

株主の皆様へのメッセージ

移転・統合した上海サンワテクノスと上海メカトロセンター
（事務所受付横の展示エリアと執務エリア）
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100年企業へのロードマップを描き、
中・長期の視点で戦略を遂行する
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株主の皆様へのメッセージ

サンワカレッジの研修風景
（ 左：新入社員物流研修
 右：三年目研修）

◆方針

コアビジネスの強化でお客様のものづくりに貢献する

グローバル事業を拡大し市場の需要をサポートする

新事業領域へ挑戦し持続的成長を加速する

持続可能な社会の実現への取り組み

◆実績及び経営目標数値
  （単位：百万円）

2019年度実績 2020年度 2021年度

売上高 137,943 165,000 180,000

営業利益 1,846 3,800 4,800

営業利益率 1.3％ 2.3％ 2.7％

経常利益 2,144 4,000 5,000

経常利益率 1.6％ 2.4％ 2.8％

第10次中期経営計画（2019年度～2021年度）

NEXT

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

NEXT

2025年度
2,500億円

 2021年度
1,800億円

電子 機械

電機 代理店事業

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

◆進捗

2019年度
（第72期）

2021年度
（第74期）

2020年度
（第73期）

2019年度
（第72期）

2021年度
（第74期）

2020年度
（第73期）

実績 目標
（単位：百万円）
売上高

（単位：百万円）
経常利益
実績 目標180,000

165,000
4,000

2,144

3,300

5,000

137,943

150,000

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
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売上高

1,379億43百万円
前年同期比 74億67百万円減

総資産／純資産

総資産  717億38百万円
純資産  317億26百万円
総資産前年同期比  23億75百万円減
純資産前年同期比  2億17百万円減

受注高  1,362億35百万円
受注残高  243億38百万円
受注高前年同期比  76億13百万円減
受注残高前年同期比  17億  7百万円減

1株当たり純資産  2,010円98銭
自己資本比率  44.2％

親会社株主に帰属する当期純利益

13億41百万円
前年同期比 12億87百万円減

売上高経常利益率

1.6％
営業利益

18億46百万円
前年同期比 15億63百万円減

1株当たり純資産／自己資本比率経常利益

21億44百万円
前年同期比 14億82百万円減

受注高／受注残高

決算ハイライト 次期の見通し 【第73期第2四半期累計期間業績予想】
当連結会計年度における我が国の経済は、通商問題を巡

る動向、中国経済の動向、英国のＥＵ離脱問題等の海外経
済の動向や金融資本市場の変動、新型コロナウイルス感染
拡大の影響を受け、依然として景気の先行きは不透明な状
態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、米中貿易摩擦
の長期化等により政治・政策要因の不透明感が継続した
ことに加え、年度末に発生した新型コロナウイルス感染拡
大の影響により、引き続き製造業各社の設備投資に対する

次期の見通しにつきましては、次世代通信規格「５Ｇ」
の商用化に伴う半導体関連業界の受注回復が期待されま
す。しかしながら、新型コロナウイルス感染拡大の影響
により、景況に関する先行きは不透明な状況が続くと見
込まれます。

通期業績予想につきましては、新型コロナウイルス感
染拡大が経営成績に与える影響が不透明であり、現時点
において適正かつ合理的な算定が困難であることから、
未定としております。

また、第2四半期累計期間の業績予想は右記のとおり
であります。

姿勢は慎重に推移いたしました。
この結果、当連結会計年度の業績は、前年同期を下回る

結果となりました。

売 上 高 70,000百万円（前年同期比  3.5％増）

営 業 利 益 750百万円（前年同期比17.6％減）

経 常 利 益 800百万円（前年同期比22.8％減）
親会社に帰属する
四 半 期 純 利 益 500百万円（前年同期比27.5％減）
1株 当 た り
四半期純利益 31円69銭

（注）  業績予想につきましては、2020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 5.1%減

146,759

第70期
（2017年度）

145,410

第71期
（2018年度）

137,943

第72期
（2019年度）

期末 （単位：百万円）

前年同期比 0.7%減
前年同期比 3.2%減

（単位：百万円）

第70期
（2017年度）

77,254

27,993

第71期
（2018年度）

74,114

31,944

第72期
（2019年度）

71,738

31,726

純資産総資産期末 （単位：百万円）

前年同期比 49.0%減

3,085

第70期
（2017年度）

2,628

第71期
（2018年度）

1,341

第72期
（2019年度）

前年同期比 0.9ポイント減

第70期
（2017年度）

3.0

第71期
（2018年度）

2.5

第72期
（2019年度）

1.6

（単位：％）売上高経常利益率

前年同期比 45.8%減

4,135

第70期
（2017年度）

3,410

第71期
（2018年度）

1,846

第72期
（2019年度）

期末 （単位：百万円）

前年同期比 1.1ポイント増

前年同期比 1.0%増

2,020.05

第70期
（2017年度）

1,991.19

第71期
（2018年度）

2,010.98

第72期
（2019年度）

36.2

43.1 44.2

（単位：％）
（単位：円）

自己資本比率
１株当たり純資産

前年同期比 40.9%減

4,349

第70期
（2017年度）

3,627

第71期
（2018年度）

2,144

第72期
（2019年度）

期末 （単位：百万円）期末 （単位：百万円）

前年同期比 6.6%減
前年同期比 5.3%減

153,527

27,608

第70期
（2017年度）

143,848

26,046

第71期
（2018年度）

136,235

24,338

第72期
（2019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 15.3%

電子部門

売上高構成比率 77.1%

機械部門

売上高構成比率 7.6%

売上高

211億37百万円
前年同期比 34億31百万円減

売上高

1,064億円
前年同期比 29億70百万円減

売上高

104億4百万円
前年同期比 10億65百万円減

日本

73.2%
売上高構成比率

アジア

22.1%
売上高構成比率

欧米

4.0%
売上高構成比率

その他 ※

0.7%
売上高構成比率

売 上 高1,103億35百万円（前年同期比 56億57百万円減）

営業利益  12億85百万円（前年同期比   6億53百万円減）

売 上 高  344億54百万円（前年同期比 27億34百万円減）

営業利益  5億92百万円（前年同期比   6億16百万円減）

※  「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  63億98百万円（前年同期比 16億86百万円減）

営業利益  △84百万円（前年同期比   3億38百万円減）

売 上 高  13億96百万円（前年同期比 3億37百万円減）

営業利益  7百万円（前年同期比　　  4百万円増）

（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。

前年同期比   14.0%減

27,166

第70期
（2017年度）

24,569

第71期
（2018年度）

21,137

第72期
（2019年度）

（単位：百万円）

前年同期比   2.7%減

110,436

第70期
（2017年度）

109,370

第71期
（2018年度）

106,400

第72期
（2019年度）

（単位：百万円）

前年同期比   9.3%減

9,156

第70期
（2017年度）

11,470

第71期
（2018年度）

10,404

第72期
（2019年度）

（単位：百万円）

前年同期比  4.9%減
115,002

第70期
（2017年度）

115,993

第71期
（2018年度）

110,335

第72期
（2019年度）

2,333 1,939
1,285

（単位：百万円）
売上高
営業利益

前年同期比  7.4%減
39,491

第70期
（2017年度）

37,188

第71期
（2018年度）

34,454

第72期
（2019年度）

1,489
1,208

592

（単位：百万円）
売上高
営業利益

前年同期比  20.9%減
8,865

第70期
（2017年度）

8,084

第71期
（2018年度）

6,398

第72期
（2019年度）

310
254

△84

（単位：百万円）
売上高
営業利益

前年同期比  19.5%減

1,506

第70期
（2017年度）

1,733

第71期
（2018年度）

1,396

第72期
（2019年度）

△20 3 7

（単位：百万円）
売上高
営業利益

自動車関連搭載向けの電子部品、FPD関連業界向けの搬送装
置機器の販売は増加いたしましたが、産業機械業界向けの電
機品及び設備機器、アミューズメント業界向けの電子部品の
販売が減少いたしました。

アジア地域では、産業機械業界向けの電機品及び電子部品の
販売が減少いたしました。

欧米では、産業機械業界向けの電子部品の販売及び有機EL関
連業界向けの電機品の販売が減少いたしました。

電機部門では、産業機械業界向けの電機品の販売が減少いた
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、自動車関連搭載向けの電子部品の販売は増加
いたしましたが、アミューズメント業界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）、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、FPD（フラットパネルディスプレイ）関連業
界向けの搬送装置機器の販売は増加いたしましたが、産業機
械業界向けの設備機器の販売が減少いたしました。

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

ケレタロ
ロサンゼルス

リュブリャナ

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

長崎営業所
熊本営業所

大分営業所

広島営業所

姫路営業所
福岡支店

京都支店

東京西支店（八王子市）

名古屋支社

本社
関東支社

関西支社
大阪支店

沼津営業所

浜松営業所

東北営業所（仙台市）

北陸営業所（富山市）

北関東支店（さいたま市）

長野営業所

三河支店（刈谷市）

横浜支店

四国営業所（新居浜市）
三重営業所

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

ヨーロッパ

アメリカ・メキシコ

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

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
ホーチミン

クアラルンプール
シンガポール

マニラ

ジャカルタ

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。

https://www.sunwa.co.jp/ サンワテクノス 検　索

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

国 内

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
2019年3月31日現在

当期
2020年3月31日現在

（資産の部）

流動資産 64,209 62,713

固定資産 9,905 9,024

有形固定資産 2,861 2,759

無形固定資産 143 193

投資その他の資産 6,900 6,072

資産合計 74,114 71,738

（負債の部）

流動負債 37,199 35,402

固定負債 4,970 4,608

負債合計 42,169 40,011

（純資産の部）

株主資本 29,056 29,552

その他の包括利益累計額 2,888 2,174

純資産合計 31,944 31,726

負債及び純資産合計 74,114 71,738

連結損益計算書
（単位：百万円）

科目／期別
前期

自　2018年４月 １日
至　2019年３月31日

当期
自　2019年４月 １日
至　2020年３月31日

売上高 145,410 137,943
　売上原価 129,092 123,521

売上総利益 16,318 14,421
販売費及び一般管理費 12,908 12,574

営業利益 3,410 1,846
営業外収益 471 466
営業外費用 253 168

経常利益 3,627 2,144
特別利益 4 75
特別損失 46 130

税金等調整前当期純利益 3,585 2,089
法人税、住民税及び事業税 789 820
法人税等調整額 167 △ 72
当期純利益 2,628 1,341

親会社株主に帰属する当期純利益 2,628 1,341

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　2018年４月 １日
至　2019年３月31日

当期
自　2019年４月 １日
至　2020年３月31日

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,636 3,238

投資活動によるキャッシュ・フロー △153 △ 200
財務活動によるキャッシュ・フロー 28 △ 945
現金及び現金同等物に係る換算差額 △103 △ 45
現金及び現金同等物の増減額 1,408 2,047
現金及び現金同等物の期首残高 8,112 9,521
現金及び現金同等物の期末残高 9,521 11,568

（2020年3月31日現在）▍会社の概要 （2020年6月25日現在）▍役員

▍株式の状況 （2020年3月31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  16,044,000株
3.  株主数  4,651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 5.05 ％
第一生命保険株式会社 729,960 4.62 
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 683,600 4.33 
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 660,600 4.18 
光通信株式会社 502,500 3.18 
株式会社オリジン 498,000 3.15 
野村信託銀行株式会社(投信口) 442,000 2.80 
オークマ株式会社 435,600 2.76 
山田　益二郎 397,400 2.51 
株式会社りそな銀行 395,160 2.50 
株式会社三菱UFJ銀行 395,160 2.50 

（注）「持株比率」は自己株式（267,144株）を控除して計算しております。

発行済株式総数
16,044,000株
（100.00％）

証券会社
440,118株
（2.74％）

外国人
1,832,711株
（11.42%）

役員
212,372株
（1.33%）

金融機関
4,525,680株
（28.21%）

個人・その他
5,047,224株
（31.46%）

その他の国内法人
3,985,895株
（24.84%）

（所有者別）

会社データ

代表取締役会長 山　本　　　勢
代表取締役社長 田　中　裕　之社長執行役員
取締役専務執行役員 三　根　省一郎
取締役常務執行役員 花　山　一　八
取締役上席執行役員 松　尾　晶　広

※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
上席執行役員 髙　松　賢　治
上席執行役員 上　坂　秀　昭
執行役員 宮　崎　一　彦
執行役員 越　後　洋　一
執行役員 玉　木　克　也

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
1949年11月4日
37億2,700万円
16,044,000株
583名（連結1,030名）
https://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

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を開催（名古屋）
2019年12月7日（土）にアクセス名古屋駅前フォーラムで開催された、ラジオNIKKEI主催「個

人投資家向け会社説明会」に参加いたしました。
当日は約200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、田中社長より会社概要、第10次中期経営計画「NEXT 1800」、
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（https://www.sunwa.co.jp/）でご覧いただけます。
■2020年度の開催予定
　2020年12月5日（土） 仙台
　2021年  3月6日（土） 広島　

　開催日が近づきましたら、ホームページ（https://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及び統合（上海サンワテクノス、上海メカトロセンター）のお知らせ

SHANGHAI SUN-WA TECHNOS CO., LTD.（上海サンワテクノス）とSHANGHAI SUN-WA 
TECHNOS CO., LTD. Mechatronics Center（上海メカトロセンター）は、以下の通り事務所を移
転・統合いたしました。

【新住所】 上海市長寧区延安西路2201号上海国際貿易中心1F
　　　　 Room 100, Shanghai International Trade Centre, No.2201 Yan An Road(W.) 
　　　　 Changning District, Shanghai 200336, P.R.C.
　　　　 電話番号：（+86）21-6390-6600
　　　　 FAX番号：（+86）21-6390-6590

【業務開始日】2019年12月23日（月）

2019 中国国際工業博覧会・自動化展に出展

上海サンワテクノスは、2019年9月17日（火）～21日（土）
に中国国家会展センターで開催された2019中国国際工業博覧
会 内「第21回工業自動化展」に昨年に引き続き2度目の出展
をいたしました。「可視化」「知能化」「自動化」をテーマに、
トレーサビリティやロボットの活用により、生産効率向上や
製造品質の向上を目指す製品・ソリューションを昨年を上回
る来場者の方々に提案いたしました。

「地域創生ビジネス交流会2020」に出展

2020年2月12日（水）にTKPガーデン品川で開催された「地
域創生ビジネス交流会2020」に、エコ・ニューライフサポート
部が出展いたしました。他業種交流の場としておよそ2,000社が
参加するなか、3度目の参加となる今回は、AED、LED照明をはじ
め生活関連商品をメイン展示とし、今回新たに紹介した「空間
除菌消臭装置」にも注目が集まりました。新たな交流を広げる機
会となり、今後もご要望に沿った提案をしてまいります。

2019 台北国際自動化工業大展に出展

サンワテクノス台湾は、2019年8月21日（水）～24日（土）
に台北南港展覧館で開催された「2019台北国際自動化工業大
展」に昨年に引き続き2度目の出展をいたしました。本展示会
は、産業の自動化・工業用ロボットを中心とした台湾最大の
展示会で、当社ブースは「IoTで新時代を切り拓く」をテーマ
に製品やソリューションを展示し、来場者の方々へ技術と製
品を紹介いたしました。

IR放送のご案内
IR活動の一環として、ラジオNIKKEIの番組に田中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10次中期経営計画「NEXT 1800」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」  
　　2020年度放送日

第1回 2020年  6月17日（水）終了 第2回 2020年８月５日（水）予定
第3回 2020年11月11日（水）予定 第４回 2021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。
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