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                                          (百万円未満切捨て) 

１． 平成 19 年３月期の連結業績(平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日) 
（１）連結経営成績                                (％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19 年３月期 
18 年３月期 

百万円   ％ 
９１，４３１ （ ２１．５）  
７５，２２３ （  ８．４）  

百万円   ％
２，２８７ （ ３２．５） 
１，７２５ （ １５．８） 

百万円   ％ 
２，５１４ （ ２８．４）  
１，９５８ （ ２１．３）  

百万円   ％
１，４００ （ ２３．９） 
１，１２９ （ ３１．３） 

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益 

自己資本 

当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 
19 年３月期 
18 年３月期 

円  銭 
１０９  ２９  
１０５  ０２  

円  銭
―  
―  

％
１３．４  

 １３．６  

％ 
 ５．８   
 ５．３   

％
２．５  
２．３  

（参考）持分法投資損益 19 年３月期 ―百万円  18 年３月期 ―百万円 
（注） 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 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19 年３月期 
18 年３月期 

百万円 
４５，９７９     
４０，１６１     

百万円
１１，０２４    

９，８５０    

％ 
２３．９   
２４．５   

円   銭
８５７  ８３ 
９１８  ５０ 

（参考）自己資本 19 年３月期 10,989 百万円  18 年３月期 ―百万円 
（注） 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。 
 
（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 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 

 
19 年３月期 
18 年３月期 

百万円 
△１，３０４     
△１，４０４     

百万円
△３４８    

３０３    

百万円 
△２０７     
１，１２９     

百万円
１，６３６    
３，４５６    

 
２． 配当の状況 
  １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金 
総額 

（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

18 年３月期 
円  銭 

９ ００   
円  銭

９ ００  
円   銭

１８  ００  
百万円
１９２ 

％ 
１７．１  

％
２．２ 

19 年３月期 １０ ００   １０ ００   ２０  ００  ２５６ １８．３  ２．３ 

20 年３月期 （予想） １０ ００   １０ ００   ２０  ００  ― １７．３  ―

 
３．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 

中間期 
通期 

百万円 ％

４７，５００ （ ８．３）
９５，０００ （ ３．９）

百万円 ％

１，１２０ （△５．１）
２，４５０ （  ７．１）

百万円 ％

１，２００ （△５．６）
２，６００ （  ３．４）

百万円 ％ 

 
６８０ （△９．３） 

１，４８０ （  ５．７） 

円  銭

５３  ０８ 
１１５  ５３ 
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 ２ 

４．その他 
（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）     無 
 
（２）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更        有 
② ①以外の変更               無 
（注）詳細は、20 ページ「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」をご覧ください。 

 
（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 19 年３月期 12,888,000 株  18 年３月期 10,740,000 株 
② 期末自己株式数           19 年３月期   76,948 株  18 年３月期   60,807 株 
（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32 ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 
 
 
（参考）個別業績の概要 
１．平成 19 年３月期の個別業績(平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日) 
（１）個別経営成績                                     (％表示は対前期増減率) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
19 年３月期 
18 年３月期 

百万円   ％ 
８１，４１２ （ １９．１）  
６８，３６５ （  ６．０）  

百万円   ％
２，０４２ （ ２５．０） 
１，６３３ （ １３．８） 

百万円   ％ 
２，２２３ （ ２１．６）  
１，８２８ （ １７．５）  

百万円   ％
１，１５１ （ ２２．４） 

９４１ （ ２２．４） 
 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

 
19 年３月期 
18 年３月期 

円  銭 
８９  ９１  
８６  ９６  

円  銭
  ― 
  ― 

（注） 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）個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
19 年３月期 
18 年３月期 

百万円 
４２，７８６     
３７，６３７     

百万円
１０，１１７    

９，２７５    

％ 
２３．６   
２４．６   

円  銭
７８９  ７７ 
８６４  ７７ 

（参考）自己資本 19 年３月期 10,117 百万円  18 年３月期 ―百万円 
（注） 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．平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 

当期純利益 

中間期 
通期 

 百万円 ％

４２，０００ （ ５．７）
８４，０００ （ ３．２）

百万円 ％

９７０ （△４．７）
２，１５０ （  ５．３）

百万円 ％

１，０５０ （△６．７）
２，３００ （  ３．４）

百万円  ％ 

 
５８０ （△７．０） 

１，２６０ （  ９．４） 

円  銭

４５  ２７ 
９８  ３５ 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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。 
  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３ページを参照して下さい。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

当期の販売、損益等の状況等業績全般に関する分析 
  当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油価格や原材料価格の高騰など懸念材料はありましたが、好調な企
業収益を背景とした設備投資の拡大や雇用情勢の改善に支えられ、回復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も、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製造業全般の設備投資の拡大により堅調に推移いたしました。 
  このような状況の中、当社グループは、技術提案力・サポート対応力を駆使した積極的な営業活動を展開した結
果、当期の連結業績につきましては、売上高 914 億 31 百万円（前期比 21.5％増）、営業利益 22 億 87 百万円（同 32.5％
増）、経常利益 25 億 14 百万円（同 28.4％増）、当期純利益 14 億円（同 23.9％増）となり、計画数値を達成するこ
とが出来ました。 
 

当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、半導体及び液晶製造装置用のサーボモータ、リニアモータ、半導体用クリーンロボット・真空ロ
ボットが引き続き好調を維持し、またエレベータ用モータ、フラッシュメモリ製造設備関連向けのメカトロ製品も
堅調に推移いたしました。その結果、当部門の売上高は 190 億 10 百万円（前期比 17.4％増）、営業利益は、4億 23
百万円（同 24.6％増）となりました。 
 
  電子部門では、自動車関連・工作機械関連向け周辺機器、情報端末用ＣＰＵボード、アミューズメント関連向け
の電子部品等の需要が好調を維持し、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）の需要増加にともなう装置組込用センサ、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 595 億 14 百万円（前期比 22.5％増）、営業利益は 18 億 62 百万円（同 33.2％
増）となりました。 
 
  機械部門では、大型液晶パネル、プラズマディスプレイの製造装置向け搬送用クリーンロボット、クリーンコン
ベア、液晶基板搬送装置及び基板外観検査装置などの民間設備投資需要が堅調に推移いたしました。この結果、当
部門の売上高は 129 億 06 百万円（前期比 23.4％増）、営業利益は 69 百万円（同 13.2％増）となりました。 

 

次期の見通し 
  次期の見通しにつきましては、国内の設備投資や個人消費など民間需要の増加が見込まれるなど景気は引き続き
緩やかな回復基調が持続するものと見込んでおりますが、原材料価格の高止まりや海外経済の動向など懸念材料も
あり、必ずしも楽観視できる状況ではありません。 
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、時代と環境の変化に
即応できる有能な人材の育成に努め、注力市場の動向に迅速に対応するとともに、ソリューション提案型のビジネ
スを展開するグローバルな技術商社を目指し、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あり
ます。 
なお、通期（平成 20 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          950 億円 
営業利益        24 億 50 百万円 

  経常利益        26 億円 
  当期純利益       14 億 80 百万円 
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（２）財政状態に関する分析 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産合計は 459 億 79 百万円となり前連結会計年度に比べ 58 億 17 百万円増加しまし
た。受取手形及び売掛金、たな卸資産の増加がその主な要因です。 
当連結会計年度末の負債合計は 349 億 54 百万円となり前連結会計年度に比べ 46 億 78 百万円増加しまし

た。支払手形及び買掛金の増加が主な要因です。 
当連結会計年度末の純資産合計は 110 億 24 百万円となり前連結会計年度の少数株主持分を含めた純資産

と比較して 11 億 39 百万円増加しました。当期純利益による利益剰余金の増加が主な要因です。 

 

  ② キャッシュ・フローの状況 

（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 13 億 04 百万円（前年同期比 7.1％減）となりました。これは主に、税金
等調整前当期純利益が 24 億 24 百万円と増加し、また仕入債務の増加（44 億 70 百万円）及び減価償却費（1
億 33 百万円）等による増加がある一方で、売上債権の増加（66 億 60 百万円）、たな卸資産の増加（9 億 02
百万円）及び法人税等の支払（10 億 05 百万円）等により減少したものであります。 

（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 3億 48 百万円（前年同期は 3億 03 百万円の取得）となりました。これは
主に、有形固定資産の取得による支出（93 百万円）、投資有価証券の取得による支出（2億 30 百万円）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 2億 07 百万円（前年同期は 11 億 29 百万円の取得）となりました。これは
主に、配当金の支払（2億 24 百万円）等によるものであります。 
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（参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 16 年３月期 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期

自己資本比率（％） 19.2 19.9 24.5 23.9

時価ベースの自己資本比率（％） 21.8 30.7 32.3 30.1

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率（％） 
371.3 520.5 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 23.9 17.6 － －

自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
（注１）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。 
（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
（注４）有利子負債は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。 
 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

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、業績の進展状況及び経営環境等を総合的に
勘案し、安定的かつ継続的な利益還元を行ってゆくことを基本方針としており、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致しました。 
 内部留保につきましては、中長期的な視点に立ち、事業環境の急激な変動に対応出来る企業体質の確立と、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、当期の利益配当金につきましては、株主の皆様の日頃のご支援に報いるべく、期末配当を 1 株当たり 10
円とし、中間配当（1 株当たり 10 円）と合わせ、前期より 2 円増配し年間配当 20 円を予定しております。また、
次期の利益配当金につきましては、1株当たり 20 円（うち中間配当 10 円）を予定しております。 
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２．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）、ＬＣ

Ｄ（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。 
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［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 
 

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）  

 
 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 

 
 
 
 

              国内ユーザー          海外ユーザー 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 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）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 20 年 3月期につきましても、着実な成長と収益のバラン
スを図りながら、ＲＯＥ１０％以上の継続を目標に注力してまいります。 

 

（３）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。 
この中期計画を着実に実現する為、「人材の育成と登用」、「注力市場への迅速な対応」、「新規商品・新規事業分野

の創出」、「技術商社としてのグローバル展開」等重点施策を積極的に推進してまいります。 
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。 

 

（４）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。 
 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
ルな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。また、人
材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の育成を推進して
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。 

 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はございません。 
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

  前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記

番号 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １．現金及び預金   ３，９５０ ２，１３２ 

 ２．受取手形及び売掛金 ※６  ２４，３６４ ３１，０７８ 

 ３．たな卸資産   ２，７０１ ３，６２３ 

 ４．繰延税金資産   ２７６ ３０１ 

 ５．その他流動資産   ４５５ ３８３ 

   貸倒引当金   △３８ △４７ 

  流動資産合計   ３１，７１２ ７９．０ ３７，４７２ ８１．５ ５，７６０

Ⅱ 固定資産    

 １．有形固定資産    

（１）建物及び構築物 ※１ ２，５２４ ２，５２７  

    減価償却累計額  １，１４８ １，３７６ １，２１３ １，３１３ 

（２）土地 ※１  ２，６３３ ２，６２５ 

（３）その他有形固定資 

   産 
 ２９０ ３５６  

    減価償却累計額  ２１６ ７３ ２３５ １２１ 

    有形固定資産合計   ４，０８３ １０．２ ４，０６０ ８．８ △２２

 ２．無形固定資産    

    その他無形固定資 

    産 
  １０３ １０３ 

    無形固定資産合計   １０３ ０．２ １０３ ０．２ ０

 ３．投資その他の資産    

（１）投資有価証券 ※1,5  ３，６１３ ３，６８７ 

（２）繰延税金資産   １１ １２ 

（３）その他投資その他

の資産 
  ７５６ ６９６ 

    貸倒引当金   △１１７ △５４ 

投資その他の 

資産合計 
  ４，２６３ １０．６ ４，３４２ ９．４ ７９

固定資産合計   ８，４４９ ２１．０ ８，５０６ １８．５ ５７

資産合計   ４０，１６１ １００．０ ４５，９７９ １００．０ ５，８１７
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  前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記

番号 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 ※1,6  ２２，９６７ ２７，５０１ 

２．短期借入金   １，５０９ １，５３０ 

３．１年以内に返済予定

の長期借入金 
  ２，４００ ６００ 

４．未払法人税等   ５５５ ５８８ 

５．未払費用   ６６９ ８４５ 

６．その他流動負債   ３１０ ２５４ 

流動負債合計   ２８，４１１ ７０．７ ３１，３２０ ６８．１ ２，９０８

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   ６００ ２，４００ 

２．繰延税金負債   ２９１ ２６７ 

３．退職給付引当金   ６７１ ５４８ 

４．役員退職慰労引当金   ３０２ ４１８ 

５．連結調整勘定   ０ － 

固定負債合計   １，８６５ ４．７ ３，６３４ ７．９ １，７６９

負債合計   ３０，２７６ ７５．４ ３４，９５４ ７６．０ ４，６７８
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  前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記

番号 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

（少数株主持分）    

少数株主持分   ３４ ０．１ － － △３４

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※３  １，９３５ ４．８ － － △１，９３５

Ⅱ 資本剰余金   １，３４１ ３．４ － － △１，３４１

Ⅲ 利益剰余金   ５，５１３ １３．７ － － △５，５１３

Ⅳ その他有価証券評価 

差額金 
  １，０５７ ２．６ － － △１，０５７

Ⅴ 為替換算調整勘定   ５０ ０．１ － － △５０

Ⅵ 自己株式 ※４  △４７ △０．１ － － ４７

  資本合計   ９，８５０ ２４．５ － － △９，８５０

  負債、少数株主持分及

び資本合計 
  ４０，１６１ １００．０ － － △４０，１６１

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － １，９３５ ４．２ １，９３５

２．資本剰余金   － － １，３４１ ２．９ １，３４１

３．利益剰余金   － － ６，６４７ １４．５ ６，６４７

４．自己株式   － － △５１ △０．１ △５１

株主資本合計   － － ９，８７２ ２１．５ ９，８７２

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価 

差額金 
  － － １，０１５ ２．２ １，０１５

２．為替換算調整勘定   － － １０１ ０．２ １０１

評価・換算差額等合計   － － １，１１６ ２．４ １，１１６

Ⅲ 少数株主持分   － － ３４ ０．１ ３４

  純資産合計   － － １１，０２４ ２４．０ １１，０２４

  負債及び純資産合計   － － ４５，９７９ １００．０ ４５，９７９
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（２）連結損益計算書 

  
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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

対前年比

区分 
注記

番号 
金額 （百万円） 

百分比 

（％） 
金額 （百万円） 

百分比 

（％） 

増減 

（百万円）

Ⅰ 売上高   ７５，２２３ １００．０ ９１，４３１ １００．０ １６，２０７

Ⅱ 売上原価   ６５，９１３ ８７．６ ８０，８５０ ８８．４ １４，９３７

  売上総利益   ９，３１０ １２．４ １０，５８０ １１．６ １，２７０

Ⅲ 販売費及び一般管理費   ７，５８４ １０．１ ８，２９３ ９．１ ７０９

  営業利益   １，７２５ ２．３ ２，２８７ ２．５ ５６１

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  ６ １４  

２．受取配当金  － ４０  

３．仕入割引  ８９ １０４  

４．家賃収入  ８８ ９１  

５．為替差益  ６５ －  

６．その他営業外収益  １４２ ３９２ ０．５ １３１ ３８３ ０．４ △８

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  ４９ ５６  

２．手形売却損  １５ ２８  

３．新株発行費  １９ －  

４．売掛債権譲渡損  ５４ ４９  

５．為替差損  － １２  

６．その他営業外費用  ２２ １６０ ０．２ ９ １５５ ０．２ △４

経常利益   １，９５８ ２．６ ２，５１４ ２．８ ５５６

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  ４０ １  

２．固定資産売却益 ※１ ４４ ８５ ０．１ － １ ０．０ △８３

Ⅶ 特別損失    

１．投資有価証券売却損  ２８ －  

２．投資有価証券評価損  － ７４  

３．固定資産売却損 ※２ － ８  

４．固定資産除却損 ※３ ７ ４  

５．役員退職金  － ３５ ０．０ ３ ９１ ０．１ ５５

税金等調整前当期純利益   ２，００７ ２．７ ２，４２４ ２．７ ４１７

法人税、住民税及び事業税  ９４４ １，０４１  

法人税等調整額  △６７ ８７６ １．２ △１７ １，０２４ １．１ １４７

少数株主利益   ０ ０．０ ０ ０．０ ０

当期純利益   １，１２９ １．５ １，４００ １．５ ２７０
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（３）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書 

   連結剰余金計算書 

 
 

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） 

区分 
注記 

番号 
金額 （百万円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高  ６７４ 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

増資による新株の発行  ６６６ ６６６ 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  １，３４１ 

   

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  ４，６３５ 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

当期純利益  １，１２９ １，１２９ 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金  ２１５  

２．役員賞与  ３７ ２５２ 

Ⅳ 利益剰余金期末残高  ５，５１３ 
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連結株主資本等変動計算書 

 当連結会計年度（自平成 18 年４月 1日 至平成 19 年３月 31 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

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当（注） △２２４  △２２４

役員賞与（注） △４１  △４１

当期純利益 １，４００  １，４００

自己株式の取得 △４ △４

株主資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計（百万円） － － １，１３４ △４ １，１３０

平成 19 年３月 31 日 残高（百万円） １，９３５ １，３４１ ６，６４７ △５１ ９，８７２

 

 

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

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 （注）  △２２４

役員賞与 （注）  △４１

当期純利益  １，４００

自己株式の取得  △４

株主資本以外の項目の連結会計 

年度中の変動額 （純額） 
△４１ ５０ ８ △０ ８

連結会計年度中の変動額合計（百万円） △４１ ５０ ８ △０ １，１３９

平成 19 年３月 31 日 残高（百万円） １，０１５ １０１ １，１１６ ３４ １１，０２４

（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）連結キャッシュ・フロー計算書 

  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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １ 日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

区分 
注記

番号
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 

税金等調整前当期純利益 

減価償却費 

連結調整勘定償却額 

負ののれん償却額 

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 

投資有価証券評価損 

有形固定資産売却益 

有形固定資産売却損 

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 

２，００７

１３２

△４

－

４

３４

△３２

４９

△４０

２８

－

△４４

－

７

△４，７００

△３９５

△６３

２，４１５

０

１１８

△３７

２０

２，４２４

１３３

－

△０

△１２２

△５３

△５５

５６

△１

－

７４

－

８

４

△６，６６０

△９０２

８０

４，４７０

△２３

１３１

△４１

１７４

小計  △５００ △３０２

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 

 ３２

△４８

△８８８

５５

△５２

△１，００５

営業活動によるキャッシュ・フロー  △１，４０４ △１，３０４

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

定期預金の預入による支出 

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 

 

 

 

 

 

 

 

－

△２６

１５５

△１４１

３４８

△３２

 

△２

△９３

２

△２３０

３

△２９

投資活動によるキャッシュ・フロー  ３０３ △３４８

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：△） 

長期借入れによる収入 

長期借入金の返済による支出 

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 

 

 

 

 

 

９

－

－

１，３３５

△０

△２１５

 

２０

２，４００

△２，４００

－

△４

△２２４

財務活動によるキャッシュ・フロー  １，１２９ △２０７

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ５４ ４０

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  ８１ △１，８２０

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  ３，３７５ ３，４５６

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ ３，４５６ １，６３６
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 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

１．連結の範囲に関する事項 

 

①連結子会社の数 10 社 

主要な連結子会社の名称 

サンワテスコム㈱ 

サンワトリニティ㈱ 

サンワロジスティック㈱ 

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 

 

①連結子会社の数 11 社 

主要な連結子会社の名称 

サンワテスコム㈱ 

サンワトリニティ㈱ 

サンワロジスティック㈱ 

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 

上記のうち、サンワテクノスタイラン

ドについては、当連結会計年度において

新たに設立したため、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、当期純損益（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。 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事

項 

連結子会社のうちサンワテクノスシンガ

ポール他６社の決算日は、平成17年12月

31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、平成18年１月１日から連結決算

日平成18年３月31日までの期間に発生し

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。 

連結子会社のうちサンワテクノスシンガ

ポール他７社の決算日は、平成18年12月

31日であります。 

連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、平成19年１月１日から連結決算

日平成19年３月31日までの期間に発生し

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。 
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項目 
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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

 至 平成 19 年３月 31 日） 

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 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部資本直入法により

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 

 

①たな卸資産 

商品 

電子部品…移動平均法による原価法

その他 …先入先出法による原価法

 

 

②有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

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 

同左 

（２）重要な減価償却資産の 

減価償却の方法 

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（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。 

①有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②無形固定資産 

同左 

（３）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。 

新株発行費 
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項目 
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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

（４）重要な引当金の計上基準 ①貸倒引当金 

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。 

②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。 

③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期末

要支給額を計上しております。 

①貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

②退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

③役員退職慰労引当金 

同左 

（５）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

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、決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調整勘定に含め

ております。 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の

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、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。

同左 
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項目 
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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

（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。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 

③ヘッジ方針 

同左 

 

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

（８）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

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。 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に

関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

全面時価評価法によっております。

 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 連結調整勘定の償却については、５年

間の均等償却を行っております。 

 

７．のれん及び負ののれんの償却に 

関する事項 

 のれんの償却については、５年間の

定額法により償却を行っております。

８．利益処分項目等の取扱いに関する事

項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。

 

９．連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、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。 

同左 
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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 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成 14 年 8月 9 日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 6号 平成 15

年 10 月 31 日）を適用しております。これによる損益に与える

影響はありません。 

 

 （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）を当連結会計年度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当期純利益

は、それぞれ 46 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） 

当連結会計年度より、「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）

を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は 10,989 百万円であ

ります。 

なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部

については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の連結財

務諸表規則により作成しております。 

 

 

表示方法の変更 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

（連結損益計算書） 

「為替差益」は、前連結会計年度まで、営業外収益の「その

他営業外収益」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年

度において、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、前連結会計年度の「為替差益」は５百万円であります。

（連結損益計算書） 

「受取配当金」は、前連結会計年度まで、営業外収益の「そ

の他営業外収益」に含めて表示しておりましたが、当連結会計

年度において、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、前連結会計年度の「受取配当金」は 25 百万円であり

ます。 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において、「連結調整勘定償却額」として掲

記されていたものは、当連結会計年度から「負ののれん償却額」

と表示しております。 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 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 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。  

※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 19 百万円

計 59 百万円

上記に対応する債務 

支払手形及び買掛金 82 百万円

投資有価証券 981 百万円

取引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 ２．受取手形割引高 2,295 百万円 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式 10,740 千株であり

ます。 

※３． 

※４．当社が保有する自己株式の数は、普通株式 60,807 株で

あります。 

※４． 

※５．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 4 百万円 

※５．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 4 百万円 
※６． ※６．連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理については、当連

結会計年度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。当連結会計年

度末日満期手形の金額は、次のとおりであります。 

受取手形 347 百万円

支払手形 1,731 百万円 

 

（連結損益計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

※１ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地 44 百万円 

※１ 

※２ ※２ 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

 建物 2 百万円

 土地 5 百万円

 計 8 百万円 
※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物 1 百万円

 工具器具備品 4 百万円

 車両運搬具 1 百万円

計 7 百万円 

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 建物 1 百万円

工具器具備品 1 百万円

 車輌運搬具 0 百万円

 長期前払費用 1 百万円

計 4 百万円 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
当連結会計年度（自 平成 18 年４月 1日 至 平成 19 年３月 31 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） 

当連結会計年度 

増加株式数 

（千株） 

当連結会計年度 

減少株式数 

（千株） 

当連結会計年度末 

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 16 － 76

合計 60 16 － 76

（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 16 千株は、株式分割による増加 12 千株及び単元未満株式の買取り

による増加 3千株であります。 
 
 
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 29 日

平成 18 年 11 月 9 日 

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

 
（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

平成 19 年６月 28 日開催の定時株主総会において次の通り決議を予定しております。 

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 19年６月 28日 

定時株主総会 
普通株式 128 利益剰余金 10 平成 19年 3月 31日 平成19年 6月 29日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

※ 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 

 

現金及び現金同等物 3,456   

※ 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 19年３月 31日現在）

現金及び預金勘定 2,132 百万円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金 
△496

 

現金及び現金同等物 1,636   
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（リース取引関係） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 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） 

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
 

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）

期末残高

相当額 

（百万円）

その他有形固定

資産 
1,119 723 395

合計 1,119 723 395
 

（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 

（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 176 百万円

１年超 229 百万円

合計 406 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 

（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 231 百万円

減価償却費相当額 218 百万円

支払利息相当額 5 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。 

（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 

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。 

（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 

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 5 百万円

合計 8 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。 

（減損損失について） 

同左 
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（有価証券関係） 

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

 
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表 
計 上 額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）    

（１）株式 1,484 3,375 1,891

（２）その他 － － －

小 計 1,484 3,375 1,891

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）   

（１）株式 296 231 △64

（２）その他 － － －

小 計 296 231 △64

合 計 1,780 3,606 1,826

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

348 40 28

 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
連結貸借対照表 
計 上 額 
（百万円） 

その他有価証券 
  非上場株式 1 
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当連結会計年度（平成 19 年３月 31 日） 
１．その他有価証券で時価のあるもの 

 
取得原価 
（百万円） 

連結貸借対照表 
計 上 額 
（百万円） 

差額 
（百万円） 

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの）    

（１）株式 1,609 3,412 1,802

（２）その他 － － －

小 計 1,609 3,412 1,802

（連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの）   

（１）株式 222 168 △54

（２）その他 － － －

小 計 222 168 △54

合 計 1,832 3,580 1,748

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額（百万円） 
売却益の合計額 
（百万円） 

売却損の合計額 
（百万円） 

3 1 －

 
３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
連結貸借対照表 
計 上 額 
（百万円） 

その他有価証券 
  非上場外国債券 
  非上場株式 

 

100 

1 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

（１）取引の内容 

   利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為替予

約取引、金利関連では金利スワップ取引であります。 

（１）取引の内容 

同左 

（２）取引に対する取組方針 

   デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によるリ

スク回避を目的としており、レバレッジの効く投機的な取

引は行わない方針であります。 

（２）取引に対する取組方針 

同左 

（３）取引の利用目的 

   デリバティブ取引は、通貨関連では通常の取引の範囲内

で、外貨建債権債務に係る将来の為替レートの変動リスク

を回避する目的で、また金利関連では借入金の将来の金利

市場における利率上昇による変動リスクを回避する目的

で利用しております。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行って

おります。 

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。 

（３）取引の利用目的 

同左 

（４）取引に係るリスクの内容 

   当社が利用している為替予約取引は、為替相場の変動に

よるリスクを有しております。なお、当社のデリバティブ

取引の契約先はいずれも信用度の高い国内の銀行である

ため、相手方の契約不履行によるリスクは、ほとんどない

と認識しております。 

（４）取引に係るリスクの内容 

同左 

（５）取引に係るリスク管理体制 

   デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決

定され、取引権限及び取引範囲を定めた社内管理規程を設

けております。取引の実行及び管理は経理部が行っており

ます。 

（５）取引に係るリスク管理体制 

同左 

 

２．取引の時価等に関する事項 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

ヘッジ会計を適用しているため該当事項はありません。 同左 
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 ２７

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度、退職一時金制度及び総合設立の
厚生年金基金制度を設けております。 

２．退職給付債務に関する事項 

（単位 百万円） 

 前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

① 退職給付債務 △1,304 △1,257

② 年金資産 633 709

③ 未積立退職給付債務（①＋②） △671 △548

④ 退職給付引当金 △671 △548

 （注）一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

 
３．退職給付費用に関する事項 

（単位 百万円） 

 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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日）

退職給付費用 123 60

①勤務費用 107 114

②利息費用 26 25

③期待運用収益 △5 △8

④数理計算上の差異の費用処理額 △4 △71

 （注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「① 勤務費用」に計上しております。 

 
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

②割引率（％） 2.2 2.2 

③期待運用収益率（％） 1.5 1.5 

④数理計算上の差異の処理年数（年） 発生した連結会計年度で一

括費用処理しております。 
同左 

 

５．厚生年金基金に関する事項 
当社及び国内連結子会社は、総合設立の厚生年金基金を採用しており、金額は、以下のとおりであります。 
 

（１）年金資産 

（制度の加入人数の比率により算出しております。） 

前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

 3,396 百万円 3,679 百万円

   

（２）退職給付費用 

（制度の加入人数の比率により算出しており、 

上記３とは別に費用処理しております。） 

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） 

当連結会計年度 

（自平成 18 年４月 １日 

  至平成 19 年３月 31 日） 

 130 百万円 138 百万円
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 ２８

（ストック・オプション等関係） 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

（税効果会計関係） 

前連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金 18 百万円

未払賞与 184 百万円

未払事業税 42 百万円

その他 31 百万円

計 276 百万円 

繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金 4 百万円

未払賞与 209 百万円

未払事業税 44 百万円

その他 42 百万円

計 301 百万円 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 269 百万円

役員退職慰労引当金 122 百万円

貸倒引当金 13 百万円

有価証券評価損 69 百万円

その他 10 百万円

計 486 百万円 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 220 百万円

役員退職慰労引当金 169 百万円

貸倒引当金 10 百万円

有価証券評価損 69 百万円

その他 9 百万円

計 479 百万円 

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 △765 百万円

その他 △0 百万円

計 △766 百万円

繰延税金負債の純額 △3 百万円 

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 △730 百万円

その他 △4 百万円

計 △734 百万円

繰延税金資産の純額 46 百万円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

国内の法定実効税率 40.5 ％

（調整）  

損金不算入の費用 3.9 ％

住民税均等割等 1.2 ％

その他 △1.9 ％

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
43.7

％

 

  法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間の差異が法定実効税率の 100 分の５以下であるため注

記を省略しております。 
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 ２９

（セグメント情報） 

a．事業の種類別セグメント情報 

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） 

 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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

（１）外部顧客に対す 

   る売上高 
16,193 48,568 10,461 75,223 － 75,223

（２）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

289 64 324 678 (678) －

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

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
  

資産 5,923 21,812 3,456 31,191 8,969 40,161

減価償却費 1 53 3 58 73 132

資本的支出 2 31 1 35 23 59

（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および機

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

保護機器および装置等 

   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 73 百万円であり、その主なもの
は社宅に係る費用であります。 

   ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、8,969 百万円であり、その主なものは、
当社での余資運用資金（現金及び有価証券）、福利厚生施設、本社管理資産、長期投資資金（投資有価証
券）等であります。 

   ５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とそれらの償却費が含まれております。 
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当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 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） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

（１）外部顧客に対す

る売上高 
19,010 59,514 12,906 91,431 － 91,431

（２）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

225 77 335 639 (639) －

    計 19,235 59,592 13,242 92,070 (639) 91,431

営業費用 18,811 57,729 13,172 89,713 (569) 89,144

営業利益 423 1,862 69 2,356 (69) 2,287

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
  

資産 7,129 27,400 4,214 38,744 7,234 45,979

減価償却費 2 57 4 64 69 133

資本的支出 3 82 21 107 14 122

（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 69 百万円であり、その主なも
のは社宅に係る費用であります。 

    ４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、7,234 百万円であり、その主なものは、
当社での余資運用資金（現金及び有価証券）、福利厚生施設、本社管理資産、長期投資資金（投資有価
証券）等であります。 

    ５．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とそれらの償却費が含まれております。 
    ６．会計方針の変更 
       「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、当連結会計年度より 

「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 10 百万円、「電子部門」 
の営業費用は 29 百万円、「機械部門」の営業費用は６百万円、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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 ３１

ｂ．所在地別セグメント情報 

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） 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める
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。 
 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 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）

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

（１）外部顧客に対する売上高 81,952 7,519 1,959 91,431 － 91,431

（２）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
2,745 952 138 3,837 (3,837) －

   計 84,698 8,471 2,098 95,268 (3,837) 91,431

営業費用 82,581 8,311 2,076 92,969 (3,825) 89,144

営業利益 2,116 160 21 2,298 (11) 2,287

Ⅱ 資産 42,395 3,021 680 46,098 (119) 45,979

（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、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。 
 

当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,749 1,983 9,732

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 91,431

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％） 

8.5 2.2 10.6

（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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（関連当事者との取引） 
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） 
役員および個人主要株主等 

関係内容 

属性 

氏名及び

会社等の

名称 

住所 資本金 

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合（％）
役員の

兼任等

事実上

の関係

取引の

内容 

取引金額

（百万円） 

科

目

期末残高

(百万円)

役員 山本 勢 － － 当社常

務取締

役 

(被所有)

直接 0.1 

－ － 社宅の

賃貸 

１ － －

（注）１．取引条件および取引条件の決定方針等 
     社宅の賃貸取引における家賃については社内規程により決定しております。 
   ２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 
 
当連結会計年度（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19 年３月 31 日） 
役員および個人主要株主等 

関係内容 

属性 

氏名及び

会社等の

名称 

住所 資本金 

事業の

内容又

は職業

議決権等

の所有

(被所有)

割合（％）
役員の

兼任等

事実上

の関係

取引の

内容 

取引金額

（百万円） 

科

目

期末残高

(百万円)

役員 山本 勢 － － 当社常

務取締

役 

(被所有)

直接 0.1 

－ － 社宅の

賃貸 

１ － －

（注）１．取引条件および取引条件の決定方針等 
     社宅の賃貸取引における家賃については、社内規程により決定しております。 
   ２．上記の金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておりません。 
 
（1 株当たり情報） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 918.50 円
１株当たり当期純利益金額 105.02 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 857.83 円
１株当たり当期純利益金額 109.29 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。
 
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前

連結会計年度における１株当たり情報については、以下のとお

りとなります。 

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 

(注)１株当たり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。 

 
前連結会計年度 

（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

当期純利益（百万円） 1,129 1,400

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) －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,088 1,400

期中平均株式数（千株） 10,363 12,812
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（重要な後発事象） 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 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．個別財務諸表 

（１）貸借対照表 

  第５８期 

（平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記

番号 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 １．現金及び預金   ２，８９６ １，１４９ 

 ２．受取手形 ※７  ５，４０３ ６，１６９ 

 ３．売掛金 ※６  １７，８３３ ２３，１４１ 

 ４．商品   ２，１６７ ２，８０８ 

 ５．関係会社短期貸付金   ５４ － 

 ６．繰延税金資産   ２４９ ２６４ 

 ７．その他 ※６  ２２３ ３２８ 

貸倒引当金   △２４ △３１ 

流動資産合計   ２８，８０２ ７６．５ ３３，８３１ ７９．１ ５，０２８

Ⅱ  固定資産    

 １．有形固定資産    

（１）建物  ２，４４９ ２，４４２  

減価償却累計額  １，０９６ １，３５２ △１，１５９ １，２８２ 

（２）構築物  ２３ ２３  

減価償却累計額  １６ ７ △１７ ６ 

（３）機械及び装置  ５３ ５３  

減価償却累計額  ３６ １７ △３９ １４ 

（４）工具器具及び備品  １３７ １４４  

減価償却累計額  １１４ ２３ △１１９ ２４ 

（５）土地   ２，５９３ ２，５８５ 

有形固定資産合計   ３，９９４ １０．６ ３，９１４ ９．１ △８０

 ２．無形固定資産    

（１）電話加入権   １８ １８ 

（２）ソフトウェア   ８１ ７３ 

無形固定資産合計   ９９ ０．３ ９１ ０．２ △８
    

 



              サンワテクノス㈱（８１３７） 平成 19 年３月期決算短信 
 

 ３５

 

  第５８期 

（平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記

番号 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

 ３．投資その他の資産    

（１）投資有価証券 ※１  ３，５５７ ３，６３２ 

（２）関係会社株式   ４２６ ５３４ 

（３）関係会社出資金   ２２５ ２２５ 

（４）敷金・保証金   ４３２ ４５５ 

（５）破産債権に準ずる

債権 
  ５９ ２７ 

（６）長期前払費用   ８ ８ 

（７）その他   １１６ １１８ 

    貸倒引当金   △８５ △５４ 

投資その他の資産合計   ４，７４１ １２．６ ４，９４９ １１．６ ２０８

固定資産合計   ８，８３４ ２３．５ ８，９５４ ２０．９ １１９

資産合計   ３７，６３７ １００．０ ４２，７８６ １００．０ ５，１４８
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  第５８期 

（平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記

番号 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形 ※７  １１，６５３ ７，９９０ 

２．買掛金 ※６  ９，６４８ １７，４５３ 

３．短期借入金   １，５００ １，５００ 

４．１年以内に返済予定

の長期借入金 
  ２，４００ ６００ 

５．未払費用 ※６  ６４０ ７９６ 

６．未払法人税等   ５３７ ５６０ 

７．その他   １５３ １７３ 

流動負債合計   ２６，５３３ ７０．５ ２９，０７４ ６８．０ ２，５４０

Ⅱ 固定負債    

１．長期借入金   ６００ ２，４００ 

２．繰延税金負債   ２８０ ２５３ 

３．退職給付引当金   ６４５ ５２１ 

４．役員退職慰労引当金   ３０２ ４１８ 

固定負債合計   １，８２８ ４．９ ３，５９３ ８．４ １，７６５

負債合計   ２８，３６２ ７５．４ ３２，６６８ ７６．４ ４，３０５

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２  １，９３５ ５．１ － － △１，９３５

Ⅱ 資本剰余金    

 １．資本準備金  １，３４１ －  

  資本剰余金合計   １，３４１ ３．６ － － △１，３４１

Ⅲ 利益剰余金    

 １．利益準備金  １９７ －  

 ２．任意積立金    

 （１）退職慰労積立金  ８０ －  

 （２）別途積立金  ３，５５３ －  

 ３．当期未処分利益  １，１７６ －  

  利益剰余金合計   ５，００６ １３．３ － － △５，００６

Ⅳ その他有価証券評価 

差額金 
  １，０３９ ２．８ － － △１，０３９

Ⅴ 自己株式 ※３  △４７ △０．２ － － ４７

  資本合計   ９，２７５ ２４．６ － － △９，２７５

  負債・資本合計   ３７，６３７ １００．０ － － △３７，６３７
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  第５８期 

（平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（平成 19 年３月 31 日） 
対前年比

区分 
注記

番号 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 
金額 （百万円） 

構成比 

（％） 

増減 

（百万円）

（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）資本準備金  － １，３４１  

   資本剰余金合計   － － １，３４１ ３．１ １，３４１

３．利益剰余金    

（１）利益準備金  － １９７  

（２）その他利益剰余金    

   退職慰労積立金  － ８０  

   別途積立金  － ４，１５３  

   繰越利益剰余金  － １，４６３  

   利益剰余金合計   － ５，８９４ １３．８ ５，８９４

４．自己株式   － △５１ △０．１ △５１

株主資本合計   － － ９，１１９ ２１．３ ９，１１９

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価 

差額金 
 － ９９８ 

評価・換算差額等合計   － － ９９８ ２．３ ９９８

  純資産合計   － － １０，１１７ ２３．６ １０，１１７

  負債及び純資産合計   － － ４２，７８６ １００．０ ４２，７８６
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（２）損益計算書 

  第５８期 

（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

対前年比

区分 
注記

番号 
金額 （百万円） 

百分比 

（％） 
金額 （百万円） 

百分比 

（％） 

増減 

（百万円）

Ⅰ 売上高   ６８，３６５ １００．０ ８１，４１２ １００．０ １３，０４６

Ⅱ 売上原価   ６０，３４９ ８８．３ ７２，５２３ ８９．１ １２，１７４

  売上総利益   ８，０１６ １１．７ ８，８８８ １０．９ ８７２

Ⅲ 販売費及び一般管理費   ６，３８２ ９．３ ６，８４６ ８．４ ４６３

  営業利益   １，６３３ ２．４ ２，０４２ ２．５ ４０８

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  １ ３  

２．受取配当金  ２６ ４１  

３．仕入割引  ８９ １０４  

４．家賃収入  １０６ １０９  

５．為替差益  ４４ １  

６．その他  ７９ ３４８ ０．５ ５６ ３１６ ０．４ △３２

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  ４９ ５６  

２．手形売却損  １４ ２５  

３．売掛債権譲渡損  ５４ ４９  

４．新株発行費  １９ －  

５．その他  １７ １５４ ０．２ ４ １３５ ０．２ △１９

経常利益   １，８２８ ２．７ ２，２２３ ２．７ ３９５

Ⅵ 特別利益    

１．投資有価証券売却益  ４０ １  

２．固定資産売却益 ※１ ４４ ８５ ０．１ － １ ０．０ △８３

Ⅶ 特別損失    

１．投資有価証券売却損 

２．投資有価証券評価損 

 

 

２８ 

－ 

－

７４

 

 

３．固定資産売却損 ※２ － ８  

４．固定資産除却損  ※３ ４ ０  

５．関係会社出資金 

評価損 
 ８２ １１５ ０．２ － ８４ ０．１ △３１

税引前当期純利益   １，７９８ ２．６ ２，１４０ ２．６ ３４２

法人税、住民税及び

事業税 
 ９２１ ９９７  

法人税等調整額  △６５ ８５６ １．３ △８ ９８８ １．２ １３２

当期純利益   ９４１ １．４ １，１５１ １．４ ２１０

前期繰越利益   ３３０ － 

中間配当額   ９６ － 

当期未処分利益   １，１７６ － 
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（３）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書 

   利益処分計算書 

 
 

第５８期 

（平成 18 年６月 29 日） 

区分 
注記 

番号 
金額（百万円） 

Ⅰ 当期未処分利益  １，１７６ 

Ⅱ 利益処分額   

１．配当金  ９６  

２．役員賞与金 

 （うち監査役賞与金） 

 ４０

（２）
 

３．別途積立金  ６００ ７３６ 

Ⅲ 次期繰越利益  ４３９ 

    

（注）日付は株主総会承認日であります。 
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株主資本等変動計算書 

 第５９期（自平成 18 年４月 1日 至平成 19 年３月 31 日）                    

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 資本 
準備金 

資本 
剰余金 
合計 

利益 
準備金 退職慰労 

積立金 
別途 
積立金 

繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

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 １，３４１ １９７ ８０ ３，５５３ １，１７６ ５，００６ △４７ ８，２３５

事業年度中の変動額    

 別途積立金の積立て(注)   ６００ △６００ 

 剰余金の配当(注)   △２２４ △２２４ △２２４

役員賞与(注)   △４０ △４０ △４０

 当期純利益   １，１５１ １，１５１ １，１５１

自己株式の取得    △４ △４

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
   

事業年度中の変動額合計 
（百万円） － － － － － ６００ ２８７ ８８７ △４ ８８３

平成 19 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
１，９３５ １，３４１ １，３４１ １９７ ８０ ４，１５３ １，４６３ ５，８９４ △５１ ９，１１９

 

評価・換算差額等  

その他 
有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成 18 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
１，０３９ １，０３９ ９，２７５

事業年度中の変動額  

 別途積立金の積立て(注)  

 剰余金の配当(注)  △２２４

役員賞与(注)  △４０

 当期純利益  １，１５１

自己株式の取得  △４

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額（純額） 
△４０ △４０ △４０

事業年度中の変動額合計 
（百万円） △４０ △４０ ８４２

平成 19 年３月 31 日 残高 

（百万円） 
９９８ ９９８ １０，１１７

（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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重要な会計方針 

項目 
第５８期 

（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 （１）子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

（２）その他有価証券 

  時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時  

価法（評価差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  時価のないもの 

  移動平均法による原価法 

（１）子会社株式及び関連会社株式 

       同左 

（２）その他有価証券 

  時価のあるもの 

  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、売却原価は移動平均

法により算定） 

  時価のないもの 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 商品 

電子部品 移動平均法による原価法 

 その他 先入先出法による原価法 

商品 

       同左 

３．固定資産の減価償却の方法 （１）有形固定資産 

平成 10 年 4月 1日以降取得した建物 

（附属設備を除く） 

････････定額法 

上記以外の有形固定資産 

････････定率法 

なお、主な耐用年数は、以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物      3～50 年

（２）無形固定資産 

自社利用のソフトウェアについて

は、社内における見込利用可能期間

（5年）に基づく定額法、それ以外

の無形固定資産については、定額法

を採用しております。 

（１）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

（２）無形固定資産 

同左 

４．繰延資産の処理方法 新株発行費 

支出した事業年度で一括費用処理して

おります。 

新株発行費 

 

５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ

の換算基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物

等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。 

同左 
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項目 
第５８期 

（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

６．引当金の計上基準 （１）貸倒引当金 

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

性を勘案し、回収不能見込額を計上

しております。 

 

（２）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当事業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計上

しております。 

数理計算上の差異は、その発生し

た事業年度で一括費用処理しており

ます。 

（３）役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金に備えるため、

役員退職慰労金内規に基づく期末要

支給額を計上しております 

（１）貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

（２）退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

（３）役員退職慰労引当金 

同左 

 

 

７．リース取引の処理方法 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。 

同左 

８．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。 

（１）ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 

 

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

       同左 

 

 

（３）ヘッジ方針 

同左 

 

 

（４）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９．その他財務諸表作成のための基本 

となる重要な事項 

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。 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 
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会計処理方法の変更 

第５８期 

（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審

議会 平成 14 年 8月 9日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 6号 平成 15 年

10 月 31 日）を適用しております。これによる損益に与える影

響はありません。 

 

 （役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度より「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。これ

により営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ

46 百万円減少しております。 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当事業年度より「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）を適用

しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は 10,117 百万円であ

ります。 

なお、当事業年度における貸借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。 

 

 

 

表示方法の変更 

第５８期 

（自 平成 17 年４月 １日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（自 平成 18 年４月 １日 

至 平成 19 年３月 31 日） 

（損益計算書） 

前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりまし

た「為替差益」は、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、前期における「為替差益」の金額は 3百万円でありま

す。 

（損益計算書） 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

第５８期 

（平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（平成 19 年３月 31 日） 

※１．投資有価証券 999 百万円は取引の保証金として担保に 

供しております。 

※１．投資有価証券 981 百万円は取引の保証金として担保に 

供しております。 

※２．会社が発行する株式の総数 

 普通株式 33,380 千株

    

発行済株式の総数 普通株式 10,740 千株 

※２． 

※３．自己株式 

      当社が保有する自己株式の数は、普通株式 60,807 株で

あります。 

※３． 

４．保証債務 

   下記関係会社に対して債務保証を行っております。 

   仕入債務に対する保証 

サンワトリニティ㈱ 71 百万円 

４．保証債務 

   下記関係会社に対して債務保証を行っております。 

   仕入債務に対する保証 

サンワトリニティ㈱ 117 百万円 

５．受取手形割引高             987 百万円 ５．受取手形割引高            2,288 百万円 

※６．関係会社項目 

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたも

ののほか次のものがあります。 

流動資産の部 

受取手形 5 百万円

売掛金 1,093 百万円

その他 12 百万円

流動負債の部 

支払手形 75 百万円

買掛金 128 百万円

その他 31 百万円 

※６．関係会社項目 

   関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたも

ののほか次のものがあります。 

流動資産 

売掛金 1,179 百万円

その他 93 百万円

流動負債 

買掛金 132 百万円

未払費用 46 百万円 

※７． 

    

※７．期末日満期手形 

   期末日満期手形の会計処理については、当期の末日が金

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。期末日満期手形の金額は、次のとお

りであります。 

受取手形 347 百万円

支払手形 1,655 百万円 

 ８．商法施行規則第 124 条第３号に規定する 

純資産額 1,039 百万円 

 ８． 
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 （損益計算書関係） 

第５８期 

（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

※１．固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

土地 44 百万円 

※１． 

※２． ※２．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

建物 2 百万円

土地 5 百万円

 計 8 百万円 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

土地 0 百万円

工具器具備品 4 百万円

 計 4 百万円 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品 0 百万円

 計 0 百万円 

 

（株主資本等変動計算書関係） 
第 59 期（自 平成 18 年 4 月 1日 至 平成 19 年３月 31 日） 
１．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式数

（千株） 

当事業年度増加 

株式数 

（千株） 

当事業年度 

減少株式数 

（千株） 

当事業年度末 

株式数 

（千株） 

普通株式 （注） 60 16 － 76

合計 60 16 － 76

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 16 千株は、株式分割による増加 12 千株及び単元未満株式の買取りによ
る増加 3千株であります。 
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（リース取引関係） 

第５８期 

（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 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） 

期末残高

相当額 

（百万円）

工具器具及び備品 1,049 683 366

合計 1,049 683 366
 

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）

期末残高

相当額 

（百万円）

工具器具及び備品 1,077 697 380

合計 1,077 697 380
 

（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 211 百万円

１年超 173 百万円

合計 384 百万円 

（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 170 百万円

１年超 220 百万円

合計 390 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 226 百万円

減価償却費相当額 216 百万円

支払利息相当額 7 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

費相当額及び減損損失 

支払リース料 220 百万円

減価償却費相当額 208 百万円

支払利息相当額 5 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。 

（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 

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。 

（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 

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 5 百万円

合計 8 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。 

（減損損失について） 

同左 

 

（有価証券関係） 

第 58 期（自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日）及び第 59 期（自 平成 18 年４月１日 至 平成 19
年３月 31 日） 
子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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（税効果会計関係） 

第５８期 
（平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 
（平成 19 年３月 31 日） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金 19 百万円

未払賞与 161 百万円

未払事業税 42 百万円

その他 26 百万円

計 249 百万円 

繰延税金資産（流動） 

貸倒引当金 5 百万円

未払賞与 182 百万円

未払事業税 43 百万円

その他 32 百万円

計 264 百万円 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 261 百万円

役員退職慰労引当金 122 百万円

貸倒引当金 13 百万円

有価証券評価損 69 百万円

その他 2 百万円

計 470 百万円 

繰延税金資産（固定） 

退職給付引当金 211 百万円

役員退職慰労引当金 169 百万円

貸倒引当金 10 百万円

有価証券評価損 69 百万円

その他 1 百万円

計 463 百万円 

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 △751 百万円

計 △751 百万円

繰延税金負債の純額 △31 百万円 

繰延税金負債（固定） 

その他有価証券評価差額金 △716 百万円

計 △716 百万円

繰延税金資産の純額 11 百万円 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.2％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.3％

住民税均等割等 1.2％

その他 2.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.7％ 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との

間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.8％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目 
△0.4％

住民税均等割等 1.1％

その他 1.2％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.2％ 
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（１株当たり情報） 

第５８期 

（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額 864.77 円 １株当たり純資産額 789.77 円

１株当たり当期純利益金額 86.96 円 １株当たり当期純利益金額 89.91 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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

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前

事業年度における１株当たり情報については、以下のとおりと

なります。 

１株当たり純資産額             720.65 円 

１株当たり当期純利益金額           72.47 円 

（注）１株当たり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。 

 

 
第５８期 

（自 平成 17 年４月 １日 

    至 平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 年３月 31 日） 

 当期純利益（百万円） 941 1,151

 普通株主に帰属しない金額（百万円） 40 －

  （うち利益処分による役員賞与金） (40) －

 普通株式に係る当期純利益（百万円） 901 1,151

期中平均株式数（千株） 10,363 12,812
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（重要な後発事象） 

第５８期 

（自 平成 17 年４月 １日 

  至 平成 18 年３月 31 日） 

第５９期 

（自 平成 18 年４月 １日 

  至 平成 19 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期にお

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

期における 1 株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。 

 

第 57 期 
（自 平成 16 年４月 １日 
至 平成 17 年３月 31 日） 

第 58 期 
（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 

584.11 円 

1 株当たり当期純利益金額 

66.55 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 

720.65 円

1 株当たり当期純利益金額 

72.47 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。  

 

 

６．その他 
（１）役員の異動（平成 19 年 6 月 28 日付予定） 
 ① 代表取締役の異動 
   該当事項はありません。 
 ② その他の役員の異動 

   ・新任監査役候補 
     （非常勤）監査役 安國 一（現 亜細亜大学経営学部教授） 
     （安國 一氏は会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります） 
   ・退任予定監査役 
     （非常勤）監査役 岩崎 義明 
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（２）生産、受注及び販売の状況 

①生産実績 
 当連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成 18 年 4 月 31 日 
至 平成 19 年 3 月 31 日）

前年同期比（％） 

電機部門（百万円） 733 101.9

合計（百万円） 733 101.9

 
②商品仕入実績 
 当連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成 18 年 4 月 31 日 
至 平成 19 年 3 月 31 日）

前年同期比（％） 

電機部門（百万円） 17,512 122.8

電子部門（百万円） 52,685 124.7

機械部門（百万円） 11,574 117.6

合計（百万円） 81,771 123.2

 
 
③受注状況 
 当連結会計年度の受注状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
 受注高 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成 18 年 4 月 31 日 
至 平成 19 年 3 月 31 日）

前年同期比（％） 

電機部門（百万円） 19,074 114.9

電子部門（百万円） 60,834 122.0

機械部門（百万円） 13,358 129.1

合計（百万円） 93,267 121.4

 
 受注残高 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（平成 19年 3 月 31 日） 
前年同期比（％） 

電機部門（百万円） 2,776 102.4

電子部門（百万円） 7,009 123.2

機械部門（百万円） 2,836 118.9

合計（百万円） 12,623 117.0

 
④販売実績 
 当連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度 

（自 平成 18 年 4 月 31 日 
至 平成 19 年 3 月 31 日）

前年同期比（％） 

電機部門（百万円） 19,010 117.4

電子部門（百万円） 59,514 122.5

機械部門（百万円） 12,906 123.4

合計（百万円） 91,431 121.5

 
 


