
 

平成19年３月期   中間決算短信（連結）          平成18年11月９日            

上場会社名    サンワテクノス株式会社                      

コード番号         8137                              上場取引所      東 

（URL http://www.sunwa.co.jp/）                            本社所在都道府県   東京都 

代  表  者 役職名 代 表 取 締 役 社 長  氏名 小 林 義 行 

問合せ先責任者 役職名 専務取締役管理本部長  氏名 田 中 正 勝     ＴＥＬ（03）5202－4011（代表） 

決算取締役会開催日   平成18年11月９日 

米国会計基準採用の有無  無 

１．18年９月中間期の連結業績(平成18年４月１日～平成18年９月30日) 

（１）連結経営成績                                 （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

      百万円   ％ 
４３，８６５（ ２３．５） 
３５，５３２（  ４．２） 

      百万円   ％ 
１，１７９（ ７０．１） 

６９３（△１０．０） 

      百万円   ％ 
１，２７０（ ５７．８） 

８０５（ △４．９） 

18年３月期 ７５，２２３（  ８．４） １，７２５（ １５．８） １，９５８（ ５４．６） 

 

 
中間（当期）純利益 

１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当たり 
中間（当期）純利益 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

      百万円   ％ 
７４９（ ６９．７） 
４４１（ △０．９） 

      円  銭 
５８ ５０  
４３ ９６  

   円   銭 
        ―   ― 
        ―   ― 

18年３月期 １，１２９        １０５ ０２   ―   ― 

（注）① 持分法投資損益     18年9月中間期1, 111－百万円  17年9月中間期8,888－百万円  18年3月期8,888－百万円 
   ② 期中平均株式数（連結） 18年9月中間期 12,814,987株  17年9月中間期 10,050,020株   18年3月期 10,363,769株 
   ③ 会計処理の方法の変更   無 
   ④ 売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
   ⑤ 平成18年４月１日をもって普通株式１株につき1.2株の割合で株式分割を行っております。 

（２）連結財政状態                                     （百万円未満切捨） 
 総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産 

 
18年９月中間期 
17年９月中間期 

      百万円 
４２，７９９ 
３５，９４０ 

      百万円
１０，２６８ 
８，６９０ 

         ％ 
２３．９ 
２４．２ 

円   銭 
８０１ ４７ 
８１３ ７７ 

18年３月期 ４０，１６１ ９，８５０ ２４．５ ９１８ ５０ 

（注）期末発行済株式数（連結）18年9月中間期 12,812,402株  17年9月中間期 10,679,393株  18年3月期 10,679,193株 

 

（３）連結キャッシュ・フローの状況                             （百万円未満切捨） 

 営業活動による 
キャッシュ･フロー 

投資活動による 
キャッシュ･フロー 

財務活動による 
キャッシュ･フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

18年９月中間期 
17年９月中間期 

     百万円 
  △９８１ 
△１，８６７ 

       百万円
   △１６５ 

△６６ 

       百万円 
   △１０４ 

１，２１５ 

     百万円
   ２，２０６ 
   ２，６７３ 

18年３月期 △１，４０４ ３０３ １，１２９ ３，４５６ 
（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   11社  持分法適用非連結子会社数   －社  持分法適用関連会社数   －社 

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結（新規）  1社 （除外）   －社    持分法（新規）   －社 （除外）   －社 

 

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

                  百万円
          ８８，０００   

                  百万円
            ２，４５０   

                   百万円
１，４００ 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）109円27銭 
 

上記の業績予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な要因によって記載の 
予想数値と異なる可能性があります。 
なお、上記予想の前提条件その他関連する事項については、添付資料７ページを参照してください。 
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１．企 業 集 団 の 状 況 

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は､当社(サンワテクノス株式会社)､子会社11社及び関連会社１社により構成されてお

り､電機部門､電子部門､機械部門の各取扱製品の販売を主たる業務としております。 

当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは､次のとおりであります。 

    事 業 区 分         主   要   製   品       主  要  な  会  社 

      電機部門 

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、半導体用クリーンロボッ

ト・真空ロボット等 

当社 

サンワテスコム㈱ 

      電子部門 

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 

当社 

サンワテクノスシンガポール 

サンワロジスティック㈱ 

サンワテクノスホンコン 

サンワテクノスヨーロッパ(ドイツ) 

サンワテクノスアメリカ 

サンワテクノス台湾 

サンワテクノスマレーシア 

上海サンワテクノス 

サンワテクノスタイランド 

      機械部門 

各種検査装置、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、医療機器等 

当社 

サンワトリニティ㈱ 

 

当社は、電動機、制御装置、産業用ロボット、電子機器及び部品、産業用機械、工業計器及び計装類の販売を行っております。 

連結子会社であるサンワテスコム㈱は産業用エレクトロニクス応用制御装置等の製造販売を、同サンワトリニティ㈱は空調機器

等の販売・施工及び保守サービスを、同サンワロジスティック㈱は商品の在庫管理、流通管理及び発注・仕入業務を、同サンワテ

クノスシンガポール、同サンワテクノスホンコン、同サンワテクノスヨーロッパ、同サンワテクノスアメリカ、同サンワテクノス

台湾、同サンワテクノスマレーシア、同上海サンワテクノス及びサンワテクノスタイランドは日本国内製品の海外進出企業への販

売・海外製品の調達並びに日本国内企業への販売を行っております。 

 

[事業系統図] 

 以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
 
国内                                         海外 

 
 製造・販売会社 

 
サンワテスコム㈱ 
 （電機部門） 

 
販売会社 

 
サンワトリニティ㈱ 
 （機械部門） 

 
物流会社 

 
サンワロジスティック㈱ 
 （電子部門） 

 

制御装置等 
の仕入 

 
 
 

電子部品等 
の販売 

 
空調機器等 
の仕入 

 
 
 

機械器具等の 
販売 

 
 

物流・発注・仕入 
業務の委託 

サ

ン

ワ

テ

ク

ノ

ス

㈱ 

 
 
 
 
 

国内製品の 
販売 

 
 
 
 

海外製品 
の仕入 

 
販売会社 

サンワテクノスシンガポール

（電子部門） 
 サンワテクノスホンコン 
（電子部門） 
 サンワテクノスヨーロッパ 
（電子部門） 
 サンワテクノスアメリカ 
（電子部門） 
 サンワテクノス台湾 
（電子部門） 
 サンワテクノスマレーシア 
（電子部門） 
上海サンワテクノス 

（電子部門） 
 サンワテクノスタイランド 
（電子部門）  

 
 

              
   国内ユーザー            海外ユーザー 
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[関係会社の状況] 

連結子会社 

名称 住所 
資本金 

又は出資金
（百万円）

主要な 
事業内容

議決権の
所有割合
（％） 

関係内容 

サンワテスコム㈱ 東京都大田区 40 電機部門 100.0

当社に対して、制御機器の販売を行い、
また、当社より電子機器を仕入しており
ます。 
役員の兼任あり。 

サンワトリニティ㈱ 東京都新宿区 20 機械部門 88.2

当社に対して、冷暖房機器等の販売、施
工及びサービスを行い、また、当社より
電気機械・機械器具を仕入しておりま
す。 
役員の兼任あり。 

サンワロジスティッ
ク㈱ 

東京都中央区 10 電子部門 100.0
当社商品の在庫管理、流通管理及び発注
仕入業務を行っております。 
役員の兼任あり。 

サンワテクノス 
シンガポール 

シンガポール 13 電子部門 100.0
当社に対して、海外製品の販売を行い、
また、当社より日本国内製品の仕入を行
っております。 

サンワテクノス 
ホンコン 

ホンコン 158 電子部門 100.0
当社に対して、海外製品の販売を行い、
また、当社より日本国内製品の仕入を行
っております。 

サンワテクノス 
ヨーロッパ(ドイツ) 

フランクフル
ト 

146 電子部門 100.0
当社に対して、海外製品の販売を行い、
また、当社より日本国内製品の仕入を行
っております。 

サンワテクノス 
アメリカ 

シカゴ 119 電子部門 100.0

当社に対して、海外製品の販売を行い、
また、当社より日本国内製品の仕入を行
っております。 
役員の兼任あり。 

サンワテクノス台湾 台北 34 電子部門 100.0

当社に対して、海外製品の販売を行い、
また、当社より日本国内製品の仕入を行
っております。 
役員の兼任あり。 

サンワテクノス 
マレーシア 

クアラルンプ
ール 

28 電子部門 100.0
当社に対して、海外製品の販売を行い、
また、当社より日本国内製品の仕入を行
っております。 

上海サンワテクノス 上海 225 電子部門 100.0

当社に対して、海外製品の販売を行い、
また、当社より日本国内製品の仕入を行
っております。 
役員の兼任あり。 

サンワテクノス 
タイランド 

バンコク 48 電子部門 100.0
当社に対して、海外製品の販売を行い、
また、当社より日本国内製品の仕入を行
っております。 

 
 （注）１．主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 
    ２．特定子会社に該当する子会社はありません。 
    ３．上記子会社のうちには有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 
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２．経営方針 

 

（１）経営の基本方針 

 当社は、「人を創り 会社を興し 社会に尽くす」の社是のもと、コーポレート・ガバナンスの充実化及びコンプライ

アンスの徹底を図りながら、株主の皆様や投資家の方々に対して適切な情報開示を継続して行うことで、健全性・効率

性・透明性の高い経営の実践に努め、加えてお取引先様との堅い信頼関係のもと、積極的な経営の遂行を行うことによ

り企業の存在価値・企業価値を高め、株主価値の向上と社会に貢献できる企業を目指すことを基本方針としております。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、安定した配当を継続するとともに、業績の進展

状況を勘案しながら増配等を実施することにより、適正な利益還元を行ってゆくことを基本方針としております。 

 内部留保につきましては、中長期的な視点に立ち、企業体質、企業競争力の更なる強化、海外展開、環境問題、品質

管理への対応など、将来の積極的な事業展開、急激に変動する事業環境に対し柔軟に対応するため充実化に努め、有効

に活用してゆく方針でございます。 

 なお、当中間期の利益配当金につきましては、株主の皆様への日頃のご支援に報いるべく、前期に比べ１円増配し、

１株当たり10円の配当を実施いたします。また期末配当金も、前期に比べ１円増配し、１株当たり10円の配当とし、

年間配当20円とさせて頂く予定でございます。 

 

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資単位の引下げは、株式市場での流動性を高め、広範囲な個人投資家層の拡大を図るための有効な施策の

一つであり、経営の重要課題の一つであるとの認識から、当社株式の必要投資金額の引下げをすでに実施しており、一

単元の株式の数を100株としております。さらにこの方針に基づき平成18年４月に普通株式１株につき1.2株の割合で

株式分割を実施いたしました。 

 今後も、適時開示の対応に加え、ホームページ、事業報告書、個人投資家の皆様への説明会等を通じて、個人株主の

皆様への情報開示の充実化を推進し、更なる個人投資家層の拡大、市場参加を促進してまいります。 

 

（４）目標とする経営指標 

 事業運営における競争力を高め資本効率の向上を図り、株主価値を高めるための経営指標として、ＲＯＥ（株主資本

利益率）に重点をおいた経営活動を行っており、平成19年３月期についても、着実な成長と収益のバランスを図りなが

ら、ＲＯＥ10％以上の目標達成に向け、更に注力してまいります。 

 

（５）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、グループ全体を通じて、企業価値の拡大、財務体質の強化、価格競争力の向上、自己資本の充実化に取り組

んでおり、平成19年3月期を初年度とする第６次中期経営計画では、 終年度（平成21年３月期）にグループ全体で

売上高1,000億円、ＲＯＥ10％以上を数値目標として、収益性・安定性・成長性を兼ね備えた企業作りを進めておりま

す。 

また、地球環境保全が経営の重要課題であるとの認識から認証取得したＩＳＯ１４００１、お取引先様に確かな品質並

びに付加価値の高いサービスの提供を行うことを目的に取得したＩＳＯ９００１の継続的改善・向上の活動をさらに推

進するとともに、コンプライアンスの浸透・徹底を図り、業績だけでなく、企業の質の面からも社会に貢献できる企業

グループを目指しております。 
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（６）会社の対処すべき課題 

 当社は、業容の拡大及び収益の向上に加え、グローバルな技術商社として、変化の激しい市場環境の中で、その変化

に即応できる人材の育成と組織の構築が重要課題と認識しております。 

 業容の拡大及び収益の向上につきましては、お取引先様の信頼と満足を得られるよう、国内外の子会社との連携によ

るグローバルネットワークを駆使し、品質と付加価値の高い商品・技術・ソリューションを提供してまいります。特に

アジア地区の市場は、更に拡大していくことが見込まれることから、当社グループの総合力を発揮して更なる発展に結

びつけるべく注力してまいりたいと考えております。また、人材の育成につきましては、次世代リーダーを育成するた

めの研修プログラムをはじめとする階層別研修や製品の専門知識や技術力の向上を目的とするメーカー研修等を継続的

に実施し、プロフェッショナルな人材育成を推進してまいります。加えて、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を強く意識し、

社会や地球環境との調和に努め、コンプライアンスの徹底をはじめ内部統制システムを確立してまいります。 

 

（７）親会社等に関する事項 

 該当事項はございません。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

（１）経営成績 

 

当中間期の生産、販売、損益等の状況等業績全般に関する分析 

  当中間期におけるわが国の経済は、企業収益の改善や国内外の設備投資の増加に加え、雇用や所得環境の改善が個人

消費を支えるなど、拡大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、半導体関連業界、液晶関連業界、自動車関連業界を中心とする設備投資需要が堅調に推

移いたしました。 

  このような状況の中、積極的な営業活動と経営効率の向上に努めてまいりました結果、当社グループの連結業績は、

売上高においては、438億65百万円（前年同期比23.5％増）、経常利益につきましては、12億70百万円（同57.8％増）

また、中間純利益７億49百万円（同69.7％増）となりました。 

 

当中間期の主なセグメント別の状況に関する分析 

電機部門では、半導体及び液晶・プラズマディスプレイ製造装置用のサーボモータ、リニアモータなどのメカトロ製

品が堅調に推移いたしました。また、昨年度後半からデジタルオーディオプレーヤー向けフラッシュメモリの製造設備

関連需要も引き続き好調であり、この結果、当部門の売上高は、93億29百万円（前年同期比19.7％増）、営業利益は、

２億33百万円（同90.6％増）となりました。 

 

  電子部門では、民間設備投資需要の堅調に伴うＦＡ産業用周辺制御機器、アミューズメント関連向けの電子部品が好

調を維持し、またデジタル家電分野における製品の高機能、多機能化及び、軽量小型化に向けたマウンター（電子部品

実装機）の需要増加に伴い、装置組込用センサ、LED などの電子部品が伸長いたしました。この結果、当部門の売上高

は、290億73百万円（前年同期比27.4％増）、営業利益は、９億61百万円（同66.6％増）となりました。 

 

  機械部門では、大型モデルを中心に伸長する液晶パネル、プラズマディスプレイの製造装置に対応した搬送用クリー

ンロボット、搬送用クリーンコンベア、液晶基板搬送装置などの民間設備投資需要が順調に推移いたしました。この結

果、当部門の売上高は、54億62百万円（前年同期比11.3％増）、営業利益は、大型案件の利益率低下により19百万円

（同36.0％減）となりました。 

 

（２）財政状態 

 

 当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計期間末に

比べ４億67百万円減少し、22億６百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は９億 81 百万円（前年同期比 47.5％減）となりました。これは主に、売上債権の増加

（35億21百万円）、たな卸資産の増加（６億45百万円）によるものであり、仕入債務の増加（19億70百万円）等によ

り一部相殺されました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は１億65百万円（前年同期比149.8％増）となりました。これは主に、株式の購入によ

るものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は１億４百万円（前年同期は12億15百万円の取得）となりました。これは主に、配当

金の支払によるものであります。 
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当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期 

 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 19.9 24.2 24.5 23.9

時価ベースの自己資本比

率（％） 
30.7 28.6 32.3 29.1

債務償還年数（年） 5.2 － － －

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
17.6 － － －

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

(中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。) 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※有利子負債は、連結（中間連結）貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動によるキ

ュッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 

 

（３）通期の見通し 

 

通期の生産、販売、損益等の状況を含む業績全般に関する見通し 
  通期の見通しにつきましては、わが国の経済は、引き続き国内外の設備投資や個人消費などの民間需要に支えられ、

堅調に推移するものと予想しておりますが、米国経済の減速懸念や為替の変動、原油価格の動向など先行きに不透明感

も漂っており、事業環境は必ずしも楽観視出来ない状況にあります。 
  このような情勢のもとで、当社グループといたしましては、経営の 重要課題である経営基盤の更なる強化のもと、

ＣＳ（顧客満足）の向上を念頭に置き、当社グループの豊富な経営資源をフルに活用し、時代の変化に即応できる人材

の育成や組織の構築、国内外の拠点におけるグローバルネットワーク・物流体制の整備強化を図り、ソリューション提

案型のビジネスを展開する技術商社を目指し、中期経営計画の実現に向けて全社一丸となって邁進する所存でございま

す。 
 
なお、通期（平成19年３月期）の連結業績見通しにつきましては、以下のとおりです。 
 
  売上高           880億円 

   経常利益          24億50百万円 

  当期純利益        14億円 

 
（注）上記の業績予想には、現時点での入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。実際の業績は、今後

様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。 
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（４）事業等のリスク 
 当社グループの事業等のリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項には、以下のような

ものがあります。 
 なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 
 
１． 経営成績の変動について 
 当社グループは、半導体及び液晶製造装置等に使用されるサーボモータ、リニアモータなどのメカトロ製品を販売す

る電機部門、自動車関連・デジタル家電・パソコン・携帯情報端末等の分野に使用される電子部品を販売する電子部門、

半導体関連製造設備・液晶・パネル搬送用クリーンロボット及び産業用ロボットを販売する機械部門から成る商社であ

ります。その需要先は主に産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界であるため、当社グループの業績は、この業

界の需要動向、並びに設備投資動向に影響を受ける可能性があります。 
 
２． 主要な仕入先について 
 当社グループの仕入先は多岐にわたっておりますが、主要な仕入先である株式会社安川電機及びオムロン株式会社か

らの仕入高は、他社と比べ比較的高い割合となっております。したがいまして、株式会社安川電機及びオムロン株式会

社の経営方針及び販売政策に変更等があった場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 
 
３． 訴訟に対する対応について 
 当社グループは、事業を遂行する上で各種法令を遵守し、また全社員がコンプライアンスに対する理解度を深め、実

践していくため、コンプライアンス委員会を設け内部管理体制の強化を図るとともに、専門分野に精通した弁護士や監

査法人のアドバイスを適時受けることで、一層の充実化を図っております。しかしながら、近年、訴訟に対する意識が

変化し、世の中の趨勢として訴訟事件も増加してゆく傾向にあると思われ、事業を遂行する上で訴訟を提起されるリス

クが考えられます。当社グループが訴訟を提起された場合、また訴訟の結果によっては、当社グループの業績及び財政

状態に影響を及ぼす可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 
（１）中間連結貸借対照表 

 
前中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日） 
当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 
対前 

中間期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年3月31日） 

区分 金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（資産の部）     

Ⅰ 流動資産     

１．現金及び預金  3,167 2,700   3,950

２．受取手形及び売掛金 
  ※3 

 21,792 27,871   24,364

３．たな卸資産  2,437 3,341   2,701

４．繰延税金資産  246 321   276

５．その他流動資産  350 397   455

６．貸倒引当金  △34 △42   △38

流動資産合計  27,961 77.8 34,589 80.8 6,628  31,712 79.0

Ⅱ 固定資産     

１．有形固定資産 ※1     

(1）建物及び構築物 2,539  2,537  2,524 

減価償却累計額 1,123 1,415 1,185 1,351  1,148 1,376

(2）土地  2,741 2,633   2,633

(3）その他有形固定資
産 

302  313  290 

減価償却累計額 226 75 228 84  216 73

有形固定資産合計  4,232 11.8 4,070 9.5 △162  4,083 10.2

２．無形固定資産     

その他無形固定資産  100 101   103

無形固定資産合計  100 0.3 101 0.2 1  103 0.2

３．投資その他の資産     

(1）投資有価証券 ※1  2,925 3,382   3,613

(2）繰延税金資産  94 12   11

(3）その他投資その他
の資産 

 717 736   756

貸倒引当金  △90 △95   △117

投資その他の資産合計  3,646 10.1 4,037 9.5 390  4,263 10.6

固定資産合計  7,979 22.2 8,209 19.2 229  8,449 21.0

資産合計  35,940 100.0 42,799 100.0 6,858  40,161 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日） 
当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 
対前 

中間期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年3月31日） 

区分 金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（負債の部）     

Ⅰ 流動負債     

１．支払手形及び買掛金 
※1,3 

 20,583 24,918   22,967

２．短期借入金  1,500 1,504   1,509

３．１年以内に返済予定
の長期借入金 

 － 2,400   2,400

４．未払法人税等  385 590   555

５．未払費用  615 768   669

６．役員賞与引当金  － 24   －

７．その他流動負債  198 574   310

流動負債合計  23,283 64.8 30,780 71.9 7,497  28,411 70.7

Ⅱ 固定負債     

１．長期借入金  3,000 600   600

２．繰延税金負債  4 164   291

３．退職給付引当金  672 627   671

４．役員退職慰労引当金  253 357   302

５．連結調整勘定  2 －   0

６．負ののれん  － 0   －

固定負債合計  3,932 10.9 1,749 4.1 △2,183  1,865 4.7

負債合計  27,216 75.7 32,530 76.0 5,314  30,276 75.4

     

（少数株主持分）     

少数株主持分  34 0.1 － － △34  34 0.1

     

（資本の部）     

Ⅰ 資本金  1,935 5.4 － － △1,935  1,935 4.8

Ⅱ 資本剰余金  1,341 3.7 － － △1,341  1,341 3.4

Ⅲ 利益剰余金  4,921 13.7 － － △4,921  5,513 13.7

Ⅳ その他有価証券評価
差額金 

 541 1.5 － － △541  1,057 2.6

Ⅴ 為替換算調整勘定  △1 △0.0 － － 1  50 0.1

Ⅵ 自己株式  △46 △0.1 － － 46  △47 △0.1

資本合計  8,690 24.2 － － △8,690  9,850 24.5

負債、少数株主持分及
び資本合計 

 35,940 100.0 － － △35,940  40,161 100.0
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前中間連結会計期間末 

（平成17年9月30日） 
当中間連結会計期間末 

（平成18年9月30日） 
対前 

中間期比 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年3月31日） 

区分 金額（百万円） 
構成比
（％）

金額（百万円） 
構成比
（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円） 
構成比
（％）

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

１．資本金  － － 1,935 4.5  1,935  － －

２．資本剰余金  － － 1,341 3.1 1,341  － －

３．利益剰余金  － － 6,125 14.3 6,125  － －

４．自己株式  － － △49 △0.1 △49  － －

株主資本合計  － － 9,351 21.8 9,351  － －

Ⅱ 評価・換算差額等     

１．その他有価証券評
価差額金 

 － － 837 2.0 837  － －

２．為替勘定調整勘定  － － 47 0.1 47  － －

評価・換算差額等合計  － － 885 2.1 885  － －

Ⅲ 少数株主持分  － － 31 0.1 31  － －

純資産合計  － － 10,268 24.0 10,268  － －

負債純資産合計  － － 42,799 100.0 42,799  － －
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（２）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年4月 1日 

至 平成17年9月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成18年9月30日) 

対前 

中間期比 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日) 

区分 金額（百万円） 
百分比
（％） 金額（百万円） 

百分比
（％）

増減 
（百万円） 

金額（百万円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  35,532 100.0 43,865 100.0 8,332  75,223 100.0

Ⅱ 売上原価  31,118 87.6 38,570 87.9 7,451  65,913 87.6

売上総利益  4,413 12.4 5,294 12.1 881  9,310 12.4

Ⅲ 販売費及び一般管理   
    費 

 3,719 10.4 4,115 9.4 395  7,584 10.1

営業利益  693 2.0 1,179 2.7 486  1,725 2.3

Ⅳ 営業外収益     

１．受取利息 2  5  6 

２．受取配当金 －  26  － 

３．仕入割引 44  54  89 

４．家賃収入 43  45  88 

５．為替差益 －  －  65 

６．その他の営業外収益 121 212 0.6 43 175 0.4 △37 142 392 0.5

Ⅴ 営業外費用     

１．支払利息 24  25  49 

２．手形売却損 8  11  15 

３．売掛債権譲渡損 27  22  54 

４．新株発行費 19  －  19 

５．為替差損 －  16  － 

６．その他の営業外費用 21 101 0.3 7 84 0.2 △16 22 160 0.2

経常利益  805 2.3 1,270 2.9 465  1,958 2.6

Ⅵ 特別利益     

１．投資有価証券売却益 －  0  40 

２．固定資産売却益 － － － － 0 0.0 0 44 85 0.1

Ⅶ 特別損失     

１．固定資産除却損 0  0  7 

２．投資有価証券売却損 － 0 0.0 － 0 0.0 0 28 35 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

 804 2.3 1,270 2.9 466  2,007 2.7

法人税、住民税及び
事業税 

376  573  944 

法人税等調整額 △14 362 1.0 △50 523 1.2 160 △67 876 1.2

少数株主利益  0 0.0 △1 △0.0 △2  0 0.0

中間（当期）純利益  441 1.3 749 1.7 307  1,129 1.5
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（３）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月 1日） 
（至 平成17年9月30日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年4月 1日） 
（至 平成18年3月31日） 

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 674  674

Ⅱ 資本剰余金増加高  

   増資による新株の発行 666 666 666 666

Ⅲ 資本剰余金中間期末（期末）残高 1,341  1,341

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 4,635  4,635

Ⅱ 利益剰余金増加高  

中間（当期）純利益 441 441 1,129 1,129

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．配当金 119 215 

２．役員賞与 37 156 37 252

Ⅳ 利益剰余金中間期末（期末）残高 4,921  5,513
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中間連結株主資本等変動計算書 
当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本  

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,935 1,341 5,513 △47 8,742

中間連結会計期間中の変動額   

剰余金の配当(注)  △96  △96

 利益処分による役員賞与(注)  △41  △41

 中間純利益  749  749

 自己株式の取得  △2 △2

株主資本以外の項目の中間連 

結会計期間中の変動額（純額） 
  

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
 612 △2 609

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
1,935 1,341 6,125 △49 9,351

 
評価・換算差額等  

その他 
有価証券 
評価差額金 

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産 
合計 

平成18年３月31日 残高 

（百万円） 
1,057 50 1,108 34 9,884 

中間連結会計期間中の変動額    

 剰余金の配当(注)   △96 

 利益処分による役員賞与(注)   △41 

 中間純利益   749 

 自己株式の取得   △2 

株主資本以外の項目の中間連 

結会計期間中の変動額（純額） 
△220 △2 △223 △2 △225 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（百万円） 
△220 △2 △223 △2 383 

平成18年９月30日 残高 

（百万円） 
837 47 885 31 10,268 

（注）平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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（４）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年4月１日 
至 平成17年9月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月１日 
至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成17年4月１日） 
（至 平成18年3月31日） 

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 
税金等調整前中間（当期）純利益 
減価償却費 
連結調整勘定償却額 
のれん償却額 
退職給付引当金の増減額（減少：△） 
貸倒引当金の増減額（減少：△） 
受取利息及び受取配当金 
支払利息 
投資有価証券売却益 
投資有価証券売却損 
有形固定資産売却益 
有形固定資産除却損 
売上債権の増減額（増加：△） 
たな卸資産の増減額（増加：△） 
その他の資産の増減額（増加：△） 
仕入債務の増減額（減少：△） 
未払消費税等の増減額（減少：△） 
その他の負債の増減額（減少：△） 
役員賞与の支払額 
その他 

 
804 
66 
△2 
－ 
5 
4 

△19 
24 
－ 
－ 
－ 
0 

△2,185 
△122 

3 
112 
△16 
△49 
△37 
21 

 
1,270 

66 
－ 
△0 
△43 
△17 
△32 
25 
△0 
－ 
－ 
0 

△3,521 
△645 

59 
1,970 
△32 
420 
△41 
73 

 
2,007 
132 
△4 
－ 
4 
34 

△32 
49 

△40 
28 

△44 
7 

△4,700 
△395 
△63 
2,415 

0 
118 
△37 
20 

小計 △1,389 △447 △500 

利息及び配当金の受取額 
利息の支払額 
法人税等の支払額 

19 
△26 
△471 

32 
△27 
△537 

32 
△48 
△888 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,867 △981 △1,404 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 
有形固定資産の取得による支出 
有形固定資産の売却による収入 
投資有価証券の取得による支出 
投資有価証券の売却による収入 
その他 

 
△7 
－ 

△31 
－ 

△27 

 
△37 
－ 

△117 
3 

△14 

 
△26 
155 

△141 
348 
△32 

投資活動によるキャッシュ・フロー △66 △165 303 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
短期借入金の純増減額（減少：△） 

    株式の発行による収入 
自己株式の取得による支出 
配当金の支払額 

 
－ 

1,335 
△0 

△119 

 
△5 
－ 
△2 
△96 

 
9 

1,335 
△0 

△215 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,215 △104 1,129 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 16 0 54 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：
△） 

△701 △1,250 81 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,375 3,456 3,375 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末（期末）
残高              ※ 

2,673 2,206 3,456 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

      連結の範囲に含めた子会社は、サンワテスコム（株）、サンワトリニティ（株）、サンワロジスティック（株）、         

サンワテクノスシンガポール、サンワテクノスホンコン、サンワテクノスヨーロッパ、サンワテクノスアメリカ、

サンワテクノス台湾、サンワテクノスマレーシア、上海サンワテクノス、サンワテクノスタイランドの１１社で

あります。 

   なお、サンワテクノスタイランドは平成１８年９月に設立したため、当中間連結会計期間より連結の範囲に含め

ております。 

２．持分法の適用に関する事項 

   持分法を適用していない関連会社１社は、中間純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外しております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

   連結子会社のうちサンワテクノスシンガポール、サンワテクノスホンコン、サンワテクノスヨーロッパ、サンワ

テクノスアメリカ、サンワテクノス台湾、サンワテクノスマレーシア、上海サンワテクノス、サンワテクノスタ

イランドの中間決算日は、平成１８年６月３０日であります。中間連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日

現在の財務諸表を使用し、中間連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行ってお

ります。その他の連結子会社の中間決算日は中間連結決算日と同一になっております。 

４．会計処理基準に関する事項 

 （１）重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ①たな卸資産 

   連結会社は、商品のうち電子部品については、移動平均法による原価法により、その他については、先入先出法

による原価法により評価しております。 

  ②有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの……中間連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

             （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定） 

    時価のないもの……移動平均法による原価法 

（２）重要な減価償却資産の減価償却方法 

  ①有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は定率法を、また、在外連結子会社は当該国の会計基準の規定に基づく定額法を採用し

ております。ただし、当社及び国内連結子会社は平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）

は定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 ………………………３～５０年 

  ②無形固定資産 

   当社及び国内連結子会社は定額法を、また、在外連結子会社は当該国の会計基準の規定に基づく定額法を採用し

ております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。 

（３）重要な繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

   支出した連結会計年度で一括費用処理しております。 

 （４）重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

   当社及び国内連結子会社は、売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 
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②役員賞与引当金 
当社及び国内連結子会社は役員賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額の当中間連結会計
期間負担額を計上しております。 

  ③退職給付引当金 

   当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。 

   数理計算上の差異は、その発生した連結会計年度で一括費用処理しております。 

④役員退職慰労引当金 

当社は役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく中間期末要支給額を計上しております。 

（５）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準 

   外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資産及び負債並びに収益及び費用は、中間決算日の直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。 

（６）重要なリース取引の処理方法 

   当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

（７）重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 

   金利スワップ取引については、繰延ヘッジ処理によっております。ただし、金利スワップの特例処理の要件を満

たすものについては、特例処理によっております。 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段…………金利スワップ取引 

   ヘッジ対象…………長期借入金の支払金利 

  ③ヘッジ方針 

   金利変動による借入債務の損失可能性を減殺する目的で行っております。 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ手段の想定元本とヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時及びその後も継続して、

相場変動又はキャッシュ・フロー変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジの有効性の判

定は省略しております。 

（８）消費税等の会計処理 

   消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

 

５．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

   手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（役員賞与に関する会計基準） 

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を当中間連結会計期間から適用して

おります。 

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益は、それぞれ24百万円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を

当中間連結会計期間から適用しております。 

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は10,236百万円であります。 

  なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸表規則の改正に

伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。 

 

表示方法の変更 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間において「連結調整勘定」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「負ののれん」

と表示しております。 

 

（中間連結損益計算書） 

 「受取配当金」は前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他の営業外収益」に含めて表示していましたが、営業

外収益の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「受取配当金」の金額は16百万円であります。 
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注 記 事 項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（百万円未満切捨） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日） 

※１．担保に供している資産 

有形固定資産 

土地         39百万円 

建物             10百万円 

 計         50百万円 

上記に対応する債務 

支払手形及び買掛金   80百万円 

投資有価証券       715百万円 

    取引等の保証金として担保に供して 

おります。 

２．受取手形割引高   1,119百万円 

※１．担保に供している資産 

有形固定資産 

土地         39百万円 

建物             20百万円 

 計         60百万円 

上記に対応する債務 

支払手形及び買掛金   80百万円 

投資有価証券       910百万円 

    取引等の保証金として担保に供して

おります。 

２．受取手形割引高    2,196百万円 

※３．中間連結会計期間末日満期手形 

  中間連結会計期間末日満期手形の会計

処理については、当中間連結会計期間の

末日が金融機関の休日でしたが、満期日

に決済が行われたものとして処理してお

ります。当中間連結会計期間末日満期手

形の金額は、次のとおりであります。 

  受取手形       225百万円 

  支払手形      2,494百万円 

  受取手形割引高    488百万円 

 

※１．担保に供している資産 

有形固定資産 

土地         39百万円 

建物               9百万円 

 計         48百万円 

上記に対応する債務 

支払手形及び買掛金   71百万円 

投資有価証券       999百万円 

    取引等の保証金として担保に供して

おります。 

２．受取手形割引高    1,056百万円 

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 
 前連結会計年度末 

株式数（千株） 

当中間連結会計期間 

増加株式数（千株） 

当中間連結会計期間 

減少株式数（千株） 

当中間連結会計期間 

末株式数（千株） 

発行済株式     

  普通株式 （注）１ 10,740 2,148 － 12,888

合計 10,740 2,148 － 12,888

自己株式  

  普通株式 （注）２ 60 14 － 75

合計 60 14 － 75

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加2,148千株は、株式分割による増加であります。 

   ２．普通株式の自己株式の株式数の増加14千株は、株式分割による増加12千株、単元未満株式の買取りによる増加2千株であります。 
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 ２．配当に関する事項 

 

 （１）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 96 9 平成18年３月31日 平成18年６月30日

 

（２）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（百万円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額 

（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年11月９日 

取締役会 
普通株式 128 利益剰余金 10 平成18年９月30日 平成18年12月11日

 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

（百万円未満切捨） 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
（至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
（至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
（至 平成18年３月31日） 

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成17年９月30日現在）  

現金及び預金勘定 3,167百万円 

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 △494百万円 

現金及び現金同等物 2,673百万円  

※現金及び現金同等物の中間期末残高と中間

連結貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係 

（平成18年９月30日現在）  

現金及び預金勘定 2,700百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 △494百万円

現金及び現金同等物 2,206百万円 

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関

係 

（平成18年３月31日現在）  

現金及び預金勘定 3,950百万円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金 △494百万円

現金及び現金同等物 3,456百万円 
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①リース取引関係 

 
（百万円未満切捨） 

 

 

 
 
 
 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
（至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
（至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
（至 平成18年3月31日） 

１．リース物件の所有権が借主に移 

転すると認められるもの以外の 

ファイナンス・リース取引 

（１）リース物件の取得価額相当 

額、減価償却累計額相当額、 

減損損失累計額相当額及び 

中間期末残高相当額 

 
取得価額 

相当額 

（百万円） 

減価償却 

累計額相 

当額 

（百万円） 

中間期末

残高相当

額 

（百万円）

その他有 

形固定資 

産 
1,159 666 493 

合計 1,159 666 493 

（２）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内     227百万円 

１年超     284百万円 

合 計     512百万円 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料     120百万円 

減価償却費相当額   115百万円 

支払利息相当額     4百万円 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。 

（５）利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については、利息法によっ

ております。 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

1 年内     2 百万円 

1 年超     3 百万円 

合 計    05 百万円 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はあり

ません。 

１．リース物件の所有権が借主に移 

転すると認められるもの以外の 

ファイナンス・リース取引 

（１）リース物件の取得価額相当 

額、減価償却累計額相当額、 

減損損失累計額相当額及び 

中間期末残高相当額 

 
取得価額

相当額 

（百万円）

減価償却

累計額相

当額 

（百万円）

中間期末

残高相当

額 

（百万円）

その他有 

形固定資 

産 
1,111 825 285 

合計 1,111 825 285 

（２）未経過リース料中間期末残高相当額等 

未経過リース料中間期末残高相当額 

１年内     194百万円 

１年超     107百万円 

合 計     302百万円 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料     115百万円 

減価償却費相当額   111百万円 

支払利息相当額     3百万円 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

（５）利息相当額の算定方法 

同左 
 

 

 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

1 年内     3 百万円 

1 年超     6 百万円 

合 計    09 百万円 

（減損損失について） 

同左 

１．リース物件の所有権が借主に移 

転すると認められるもの以外の 

ファイナンス・リース取引 

（１）リース物件の取得価額相当 

額、減価償却累計額相当額、 

減損損失累計額相当額及び 

期末残高相当額 

 
取得価額 

相当額 

（百万円） 

減価償却

累計額相

当額 

（百万円）

中間期末

残高相当

額 

（百万円）

その他有 

形固定資 

産 
1,100 722 378 

合計 1,100 722 378 

（２）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内     218百万円 

１年超     177百万円 

合 計     396百万円 

（３）支払リース料、リース資産減損勘定の取

崩額、減価償却費相当額、支払利息相当

額及び減損損失 

支払リース料     235百万円 

減価償却費相当額   225百万円 

支払利息相当額     8百万円 

（４）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

（５）利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

２．オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

1 年内     3 百万円 

1 年超     7 百万円 

合 計    11 百万円 

（減損損失について） 

同左 
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② 有 価 証 券 関 係 
 
前中間連結会計期間末（平成17年9月30日現在） 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位 百万円・百万円未満切捨） 

 取得原価 中間連結貸借対照表 
計 上 額 差額 

（１）株式 1,724 2,682 957

（２）その他 254 209 △45

合 計 1,979 2,891 912

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（単位 百万円・百万円未満切捨） 

 中間連結貸借対照表 
計 上 額 

その他有価証券  

非上場株式 29 

 
当中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位 百万円・百万円未満切捨） 

 取得原価 中間連結貸借対照表 
計 上 額 差額 

（１）株式 1,895 3,376 1,481

（２）その他 － － －

合 計 1,895 3,376 1,481

  
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（単位 百万円・百万円未満切捨） 

 中間連結貸借対照表 
計 上 額 

その他有価証券  

非上場株式 1 
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前連結会計年度（平成18年3月31日現在） 
 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位 百万円・百万円未満切捨） 

 取得原価 連結貸借対照表 
計 上 額 差額 

（１）株式 1,780 3,606 1,826

（２）その他 － － －

合 計 1,780 3,606 1,826

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容 
                      （単位 百万円・百万円未満切捨） 

 連結貸借対照表 
計 上 額 

その他有価証券  

非上場株式 1 

 

③デリバティブ取引関係 
 
前中間連結会計期間末（平成17年9月30日現在） 

ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年9月30日現在） 

ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 

 

前連結会計年度末（平成18年3月31日現在） 

ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 
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④セ グ メ ン ト 情 報 

 a．事業の種類別セグメント情報 

   前中間連結会計期間（自 平成17年4月1日 至 平成17年9月30日）                  （百万円未満切捨） 

セグメント 

科目 

電機部門 

（百万円） 

電子部門 

（百万円） 

機械部門 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高 

（１）外部顧客に対する売上高 

（２）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 

 

7,797 

 

122 

22,827

42

4,907

212

 

35,532 

 

377 

 

－ 

 

（377） 

35,532

－

   計 7,919 22,870 5,119 35,909 （377） 35,532

営業費用 7,796 22,293 5,088 35,178 （340） 34,838

営業利益 122 577 31 731 （37） 693

  

当中間連結会計期間（自 平成18年4月1日 至 平成18年9月30日）                 （百万円未満切捨） 

セグメント 

科目 

電機部門 

（百万円） 

電子部門 

（百万円） 

機械部門 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高 

（１）外部顧客に対する売上高 

（２）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 

 

9,329 

 

127 

29,073

42

5,462

191

 

43,865 

 

361 

 

－ 

 

(361) 

43,865

－

   計 9,457 29,116 5,653 44,227 (361) 43,865

営業費用 9,223 28,154 5,633 43,011 (326) 42,685

営業利益 233 961 19 1,215 (35) 1,179

  

前連結会計年度（自 平成17年4月1日 至 平成18年3月31日）                   （百万円未満切捨） 

セグメント 

科目 

電機部門 

（百万円） 

電子部門 

（百万円） 

機械部門 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

  売上高 

（１）外部顧客に対する売上高 

（２）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 

 

16,193 

 

289 

48,568

64

10,461

324

 

75,223 

 

678 

 

－ 

 

(678) 

75,223

－

   計 16,482 48,633 10,785 75,902 (678) 75,223

営業費用 16,142 47,235 10,724 74,102 (604) 73,497

営業利益 339 1,398 61 1,799 (73) 1,725

 

（注） １．事業区分の方法 

     事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

    ２．各区分に属する主要な製品 

事業区分 主  要  製  品 

電機部門 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、

半導体用クリーンロボット・真空ロボット等 

電子部門 
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 
各種検査装置、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、医療機器等 

    ３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は以下のとおりであります。     （百万円未満切捨） 

 前中間連結会計期間

（百万円） 

当中間連結会計期間

（百万円） 

前連結会計年度 
（百万円） 

主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 
37 35 73 

提出会社の社宅に係

る費用 

４．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

       「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当中間連結会計期間より「役員賞与に関す

る会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、「電機部門」の営業費用は5百万円、「電子部門」の営業費用は16百万円、「機械部門」の営業費用は2百万円、それぞ

れ増加し、営業利益が同額減少しております。 
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ｂ．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間 （自平成17年4月1日   至平成17年9月30日）及び前連結会計年度（自平成17年4月1日   至平成18年3月

31日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

 

  当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

 日本 

（百万円） 

アジア 

（百万円）

その他 

（百万円） 

計 

（百万円）

消去又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円） 

  売上高 
      

（１）外部顧客に対する売上高 39,727 3,224 913 43,865 － 43,865

（２）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
1,462 515 38 2,017 （2,017） －

    計 41,189 3,740 952 45,882 （2,017） 43,865

   営業費用 40,145 3,627 923 44,696 （2,010） 42,685

   営業利益 1,044 113 28 1,186 （6） 1,179

 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     アジア・・・中国、シンガポール 

     その他・・・アメリカ 

   ３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

      なお、事業の種類別セグメント情報において、営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、「日本」

の営業費用に含めております。 

 

ｃ．海外売上高 

前中間連結会計期間 （自平成17年4月1日   至平成17年9月30日）及び前連結会計年度（自平成17年4月1日   至平成18年3月31

日） 

海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

  当中間連結会計期間（自平成18年4月1日 至平成18年9月30日） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,417 938 4,355

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 43,865

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 7.8％ 2.1％ 9.9％

 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     アジア・・・中国、シンガポール 

     その他・・・アメリカ 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（1株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
（至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
（至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
（至 平成18年3月31日） 

1株当たり純資産額 

         813円77銭 

1株当たり中間純利益金額 

          43円96銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

1株当たり純資産額 

         801円47銭

1株当たり中間純利益金額 

        58円50銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純

利益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

 
当社は、平成18年4月1日付で株式1株につ

き1.2株の株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮

定した場合の1株当たり情報については、そ

れぞれ以下のとおりとなります。 

 
前中間連結会計 

期間 

前連結会計年度 

1株当たり純資 

産額 

678.14円

1株当たり中間 

純利益金額 

36.64円

なお、潜在株式調整

後 1 株当たり中間

純利益金額につい

ては潜在株式が存

在しないため記載

しておりません。 

1株当たり純資 

産額 

765.41円

1株当たり当期 

純利益金額 

87.52円

なお、潜在株式調整

後 1 株当たり当期

純利益金額につい

ては潜在株式が存

在しないため記載

しておりません。  

1株当たり純資産額 

         918円50銭

1株当たり当期純利益金額 

         105円02銭

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純

利益金額については、潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

（注）1株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
（至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
（至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
（至 平成18年3月31日） 

中間（当期）純利益（百万円） 441 749 1,129 

普通株主に帰属しない金額（百万円） － － 41 

 （うち利益処分による役員賞与金） － － (41) 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（百万円） 441 749 1,088 

期中平均株式数（千株） 10,050 12,814 10,363 
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（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年4月 1日 
（至 平成17年9月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年4月 1日 
（至 平成18年9月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年4月 1日 
（至 平成18年3月31日） 

 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 平成18年2月16日開催の当社取締役会の決

議に基づき、次のように株式分割による新株

式を発行いたしました。 

 

１．平成18年4月1日付をもって普通株式1

株につき1.2株に分割いたしました。 

（１）分割により増加する株式数 

   普通株式     2,148,000株 

 

（２）分割方法 

   平成18年3月31日 終の株主名簿及

び実質株主名簿に記載又は記録された

株主の所有株式数を、1株につき1.2株

の割合をもって分割いたしました。 

 

当該株式分割が前期首に行われたと仮定し

た場合の前連結会計年度における1株当たり

情報及び当期首に行われたと仮定した場合

の当連結会計年度における1株当たり情報

は、それぞれ以下のとおりとなります。 

 

前連結会計年度 
(自平成16年4月1日 
至平成17年3月31日） 

当連結会計年度 
(自平成17年4月1日
至平成18年3月31日）

1株当たり純資産額 

612.20円 

1株当たり当期純利

益金額 

74.79円 

なお、潜在株式調整後

1株当たり当期純利

益金額については、潜

在株式が存在しない

ため記載しておりま

せん。 

1株当たり純資産額 

765.41円

1株当たり当期純利

益金額 

87.52円

なお、潜在株式調整後

1株当たり当期純利

益金額については、潜

在株式が存在しない

ため記載しておりま

せん。  
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５．生産、受注及び販売の状況 

（１）生産実績 

                                 （単位 百万円・百万円未満切捨） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1 日 

至 平成18年9月30日） 
事業の種類別セグメントの名称 

金  額 前年同期比 

電 機 部 門 361 123.7％

（２）仕入実績 

（単位 百万円・百万円未満切捨） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1 日 

至 平成18年9月30日） 
事業の種類別セグメントの名称 

金   額 前年同期比 

電 機 部 門 

電 子 部 門 

機 械 部 門 

8,630

25,940

4,638

123.8％

131.4％

106.4％

合   計 39,209 126.2％

（３）受注状況 

（単位 百万円・百万円未満切捨） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1 日 

至 平成18年9月30日） 

受 注 高 受注残高 

事業の種類別セグメントの名称 

金  額 前年同期比 金  額 前年同期比

電 機 部 門 

電 子 部 門 

機 械 部 門 

9,089

29,313

6,692

107.0％

124.0％

133.7％

2,471 

5,930 

3,615 

82.2％

114.0％

139.3％

合   計 45,096 121.4％ 12,017 111.2％

（４）販売実績 

（単位 百万円・百万円未満切捨） 

当中間連結会計期間 

（自 平成18年4月 1 日 

至 平成18年9月30日） 
事業の種類別セグメントの名称 

金   額 前年同期比 

電 機 部 門 

電 子 部 門 

機 械 部 門 

9,329

29,073

5,462

119.7％

127.4％

111.3％

合   計 43,865 123.5％

 


