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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 91,939  ( 0.6) 2,118 (△7.3) 2,149 (△14.5) 1,013 (△27.6)

19年３月期 91,431 (21.5) 2,287  ( 32.5) 2,514  (  28.4) 1,400  (  23.9)

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

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 79 13  ― 9.2 4.7 2.3

19年３月期 109 29  ― 13.4 5.8 2.5

　　（参考）持分法投資損益 20年３月期 －百万円 　　19年３月期 －百万円

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 44,930 11,188 24.8 870 59

19年３月期 45,979 11,024 23.9 857 83

　　（参考）自己資本 20年３月期 11,152百万円 　　19年３月期 10,989百万円

(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

 百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 1,624 61 △257 3,068

19年３月期 △1,304 △348 △207 1,636

２．配当の状況

 １株当たり配当金 配当金
総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産
配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 10 00 10 00 20 00 256 18.3 2.3
20年３月期 10 00 10 00 20 00 256 25.3 2.3

21年３月期（予想） 10 00 10 00 20 00 － 18.3 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

 第２四半期連結累計期間 46,000 △3.3 1,100 3.7 1,150 △0.5 650 11.0 50 74

 通期 100,000 8.8 2,400 13.3 2,500 16.3 1,400 38.1 109 28
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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、17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」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） 20年３月期 12,888,000株 19年３月期 12,888,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 77,843株 19年３月期 76,948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、38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20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 80,562 (△1.0) 1,817 (△11.0) 1,866 (△16.1) 807 (△29.9)

19年３月期 81,412  ( 19.1) 2,042  (  25.0) 2,223  (  21.6) 1,151  (  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

円 銭 円 銭

20年３月期 63 02  ―

19年３月期 89 91  ―

(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

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 41,255 10,073 24.4 786 37

19年３月期 42,786 10,117 23.6 789 77

　（参考）自己資本 20年３月期 10,073百万円 　　19年３月期 10,117百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計期間 40,000 △5.9 900 △5.2 950 △5.3 520 7.3 40 59

 通期 86,000 6.7 1,900 4.5 2,000 7.2 1,100 36.2 85 86

※　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、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予想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

  　当連結会計年度における日本経済は、年度前半は企業収益の改善による設備投資の増加を背景に堅調に推移いた

しましたが、年度後半は米国のサブプライムローン問題による金融市場環境の悪化、急激な為替市場の変動、原油

や原材料価格高騰の長期化などにより、景気の先行きに不透明感が増してまいりました。

　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、自動車関連業界及び電子部品関連業界を中心として設備投資需要は底堅く推移いたしましたが、液晶関連業界

では設備計画の延期など一部停滞感を見せ、全体的には一進一退の推移となりました。

  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、売上高は919億39百万円（前年同期比0.6％増）と前期なみの水準となりまし

たが、利益面では、競争激化による利益率の低下や海外拠点の業容拡大に伴う経費の増加等があり、また為替差損

や投資有価証券評価損等を計上したことなどから、営業利益21億18百万円（同7.3％減）、経常利益21億49百万円

（同14.5％減）、当期純利益10億13百万円（同27.6％減）となり、前期を下回る結果となりました。

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

  電機部門では、ＦＡ産業機械用のサーボモータ及び電子部品実装機向けのリニアモータが順調に推移いたしまし

た。また、フラッシュメモリ製造設備関連向けメカトロ製品も堅調に推移いたしました。この結果、当部門の売上

高は213億61百万円（前年同期比12.4％増）、営業利益は、3億96百万円（同6.3％減）となりました。

  電子部門では、情報端末用ＣＰＵボードやＰＯＳシステム用のＰＣ周辺機器、マルチファンクションプリンタ用

ＬＥＤ等の需要が減少いたしましたが、年度前半のアミューズメント関連向けの電子部品やアジア地区における電

子部品需要増が売上に寄与いたしました。この結果、当部門の売上高は607億74百万円（前年同期比2.1％増）、営

業利益は15億81百万円（同15.1％減）となりました。

  機械部門では、液晶関連設備計画の延期等が影響し、液晶パネル、プラズマディスプレイ製造設備向け搬送用ク

リーンロボット及びクリーンコンベアなどの販売が減少いたしました。この結果、当部門の売上高は98億3百万円

（前年同期比24.0％減）、営業利益は2億7百万円（同196.8％増）となりました。

 　　次期の見通しにつきましては、原油価格、原材料価格高騰の影響や米国経済の減速による経済成長の鈍化が懸念

され、先行き不透明な経営環境が続くものと予想されます。

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、ＣＳ（顧客満足）の向上を念頭におき、当社の豊富な

人材や技術力・提案力を活かし、注力市場の動向に迅速に対応するとともに新規商品や新規事業の創出を図るなど、

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、企業価値と企業基盤の更なる強化に努め、最終年

度を迎える第6次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21年3月期）の連結業績見通しにつきましては、以下のとおりであります。

売上高　　　　　1,000億円

営業利益           24億円

経常利益　　　　　 25億円

当期純利益         14億円
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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449億30百万円となり前連結会計年度末に比べ10億48百万円減少しました。受

取手形及び売掛金の減少がその主な要因であります。

  当連結会計年度末の負債合計は337億42百万円となり前連結会計年度末に比べ12億12百万円減少しました。支

払手形及び買掛金の減少が主な要因であります。

  当連結会計年度末の純資産合計は111億88百万円となり前連結会計年度末に比べ1億64百万円増加しました。当

期純利益による利益剰余金の増加が主な要因であります。

 

 　 ②　キャッシュ・フローの状況

　　　　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ14億31百

万円増加し、当連結会計年度末には30億68百万円となりました。

　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あります。

 　　 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　　　 営業活動の結果得られた資金は16億24百万円（前年同期は13億4百万円の使用）となりました。これは主に、

税金等調整前当期純利益（17億70百万円）、売上債権の減少（17億21百万円）及び減価償却費（1億43百万円）

等による増加がある一方で、仕入債務の減少（7億83百万円）、たな卸資産の増加（2億3百万円）及び法人税等

の支払（11億9百万円）等により一部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）

          投資活動の結果得られた資金は61百万円（前年同期は3億48百万円の使用）となりました。これは主に、投資

有価証券の売却による収入（1億72百万円）による増加がある一方で、有形固定資産の取得による支出（63百万

円）、投資有価証券の取得による支出(26百万円）等により一部減少したものであります。

 　　 （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2億57百万円（前年同期比23.7%増）となりました。これは主に、配当金の支払

（2億56百万円）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17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 19.9 24.5 23.9 24.8 

時価ベースの自己資本比率

（％）
30.7 32.3 30.1 17.2 

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％）
520.5 － － 278.9 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
17.6 － － 22.9 

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ます。

　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、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、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同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。

 

 

サ

ン

ワ

テ

ク

ノ

ス

㈱ 

サンワテスコム㈱ 
（電機部門） 

製造・販売会社 

サンワトリニティ㈱ 
（機械部門） 

販売会社 

サンワロジスティック㈱ 
（電子部門） 

物流会社 

国内 

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） 

販売会社 

海外 

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 

 

サンワテクノス㈱（８１３７）　平成 20 年３月期決算短信

－ 7 －



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、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、最終年度（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ネットワークを駆使する

とともに、技術力・提案力を活か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することで収益力の改善

を図ってまいります。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の継続的な実施と、人を育てる仕組みとし

て平成20年3月期より導入した新人事制度の運用を進め、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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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 2,132 3,562  

２．受取手形及び売掛金 ※４ 31,078 29,363  

３．たな卸資産 3,623 3,827  

４．繰延税金資産 301 284  

５．その他流動資産 383 433  

貸倒引当金 △47 △35  

流動資産合計 37,472 81.5 37,435 83.3 △36

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物及び構築物 ※１ 2,527 2,524

減価償却累計額 1,213 1,313 1,270 1,253  

(2）土地 ※１ 2,625 2,625  

(3）その他有形固定資産 356 388

減価償却累計額 235 121 256 132  

有形固定資産合計 4,060 8.8 4,011 8.9 △49

２．無形固定資産

その他無形固定資産 103 97  

無形固定資産合計 103 0.2 97 0.2 △6

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※１,３ 3,687 2,491  

(2）繰延税金資産 12 252  

(3）その他投資その他の
資産

 696 839  

貸倒引当金 △54 △197  

投資その他の資産合
計

4,342 9.4 3,386 7.5 △955

固定資産合計 8,506 18.5 7,495 16.7 △1,011

資産合計 45,979 100.0 44,930 100.0 △1,048
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前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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 ※１,４ 27,501 26,724  

２．短期借入金 1,530 1,531  

３．１年以内に返済予定の
長期借入金

600 －  

４．未払法人税等 588 333  

５．未払費用 845 690  

６．その他流動負債 254 327  

流動負債合計 31,320 68.1 29,606 65.9 △1,713

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 2,400 3,000  

２．繰延税金負債 267 11  

３．退職給付引当金 548 653  

４．役員退職慰労引当金 418 470  

固定負債合計 3,634 7.9 4,135 9.2 501

負債合計 34,954 76.0 33,742 75.1 △1,212

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,935 4.2  1,935 4.3 －

２．資本剰余金   1,341 2.9  1,341 3.0 －

３．利益剰余金   6,647 14.5  7,405 16.5 757

４．自己株式   △51 △0.1  △51 △0.1 △0

　　株主資本合計   9,872 21.5  10,629 23.7 756

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  417 1.0 △597

２．為替換算調整勘定   101 0.2  105 0.2 3

　　評価・換算差額等合計   1,116 2.4  522 1.2 △593

Ⅲ　少数株主持分   34 0.1  35 0.1 1

純資産合計   11,024 24.0  11,188 24.9 164

負債純資産合計   45,979 100.0  44,930 100.0 △1,048
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 91,431 100.0 91,939 100.0 508

Ⅱ　売上原価 80,850 88.4 81,412 88.5 561

売上総利益 10,580 11.6 10,527 11.5 △53

Ⅲ　販売費及び一般管理費  8,293 9.1 8,408 9.2 114

営業利益 2,287 2.5 2,118 2.3 △168

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 14 18

２．受取配当金 40 41

３．仕入割引 104 110

４．家賃収入 91 98

５．その他の営業外収益 131 383 0.4 71 340 0.4 △42

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 56 71

２．手形売却損 28 47

３．売掛債権譲渡損 49 67

４．為替差損 － 112

５．その他の営業外費用 21 155 0.2 11 310 0.3 154

経常利益 2,514 2.8 2,149 2.3 △365

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益 1 51

２. 貸倒引当金戻入益  － 12

３. その他の特別利益 － 1 0.0 0 64 0.1 63

Ⅶ　特別損失

１．たな卸資産評価損 － 144

２．投資有価証券評価損 74 127

３．有形固定資産売却損 ※１ 8 0

４．有形固定資産除却損 ※２ 4 3

５．貸倒引当金繰入額 － 142

６．役員退職金  3   23    

７．その他の特別損失  － 91 0.1 1 442 0.5 351
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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)

税金等調整前当期純利益 2,424 2.7 1,770 1.9 △653

法人税、住民税及び事業税 1,041 859

法人税等調整額 △17 1,024 1.1 △104 755 0.8 △268

少数株主利益 0 0.0 1 0.0 1

当期純利益 1,400 1.5 1,013 1.1 △386
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（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

少数株主持分 純資産合計
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

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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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日　残高
（百万円）

1,935 1,341 6,647 △51 9,872

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △256  △256

当期純利益   1,013  1,013

自己株式の取得    △0 △0

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）

－ － 757 △0 756

平成20年３月31日　残高
（百万円）

1,935 1,341 7,405 △51 10,629

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
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

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,015 101 1,116 34 11,024

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △256

当期純利益     1,013

自己株式の取得     △0

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△597 3 △593 1 △592

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△597 3 △593 1 164

平成20年３月31日　残高
（百万円）

417 105 522 35 11,188
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

2,424 1,770

減価償却費 133 143

負ののれん償却額 △0 －

退職給付引当金の増減
額（減少：△）

△122 105

貸倒引当金の増減額
（減少：△）

△53 130

受取利息及び受取配当
金

△55 △59

支払利息 56 71

投資有価証券売却益 △1 △51

投資有価証券評価損 74 127

有形固定資産売却損 8 0

有形固定資産除却損 4 3

売上債権の増減額
（増加：△）

△6,660 1,721

たな卸資産の増減額
（増加：△）

△902 △203

その他の資産の増減額
（増加：△）

80 △47

仕入債務の増減額
（減少：△）

4,470 △783

未払消費税等の増減額
（減少：△）

△23 △8

その他の負債の増減額
（減少：△）

131 △79

役員賞与の支払額 △41 －

その他 174 △94

小計 △302 2,746

利息及び配当金の受取
額

55 59

利息の支払額 △52 △71

法人税等の支払額 △1,005 △1,109

営業活動による
キャッシュ・フロー

△1,304 1,624
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前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

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

△2 －

定期預金の払戻による
収入

－ 2

有形固定資産の取得に
よる支出

△93 △63

有形固定資産の売却に
よる収入

2 1

投資有価証券の取得に
よる支出

△230 △26

投資有価証券の売却に
よる収入

3 172

その他 △29 △24

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△348 61

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：△）

20 －

長期借入れによる収入 2,400 600

長期借入金の返済によ
る支出

△2,400 △600

自己株式の取得による
支出

△4 △0

配当金の支払額 △224 △256

財務活動による
キャッシュ・フロー

△207 △257

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

40 2

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
減額（減少：△）

△1,820 1,431

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

3,456 1,636

Ⅶ　現金及び現金同等物の
期末残高

※
1,636 3,068
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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 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。

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

 

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。

　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19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20年１月１日から連結決

算日平成20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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

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

①たな卸資産

同左

 

 

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）

②有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

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

 

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
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

   (会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当連結会計年

度より、平成19年４月１日以降に取得し

た有形固定資産について、改正後の法人

税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。これによる損益に与える影響

額は軽微であります。なお、セグメント

情報に与える影響額は軽微であります。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産につい

ては、改正前の法人税法に基づく減価償

却の方法の適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計年度

より、取得価額の５％相当額と備忘価額

との差額を５年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上しております。

これによる損益に与える影響額は軽微で

あります。なお、セグメント情報に与え

る影響額は軽微であります。

 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。

②無形固定資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）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。

①貸倒引当金

同左

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。

②退職給付引当金

同左

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。

③役員退職慰労引当金

同左

(4）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、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。

同左

(5）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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(6）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。

①ヘッジ会計の方法

同左

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

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

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。

③ヘッジ方針

同左

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。

④ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）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

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

全面時価評価法によっております。 同左

６．のれん及び負ののれんの償

却に関する事項

　のれん及び負の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。

─────────────

７．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。

　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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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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（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

「その他の営業外収益」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。

（連結損益計算書）

　「為替差損」は、前連結会計年度まで、営業外費用の「そ

の他の営業外費用」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、営業外費用の総額の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「為替差損」は12百万円であり

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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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 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。

※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 18百万円

計 58百万円

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 714百万円

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 2,295百万円 　２．受取手形割引高 2,165百万円

※３．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

※３．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

※４．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

※４．　　　　　　　　───────

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１．有形固定資産売却損の主な内訳は、次の通りであり

ます。　

　　　建物 2百万円

    土地 5百万円

※１．有形固定資産売却損の主な内訳は、次の通りであり

ます。　

    車両運搬具 0百万円

※２．有形固定資産除却損の主な内訳は、次の通りであり

ます。　

　　　建物 1百万円

　　　工具器具備品 1百万円

※２．有形固定資産除却損の主な内訳は、次の通りであり

ます。　

　　　建物 1百万円

　　　工具器具備品 1百万円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

　前連結会計年度（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．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　 該当事項はありません。

 

　３．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

（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
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　当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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 12,888 － － 12,888

合計 12,888 － － 12,888

自己株式

　普通株式（注） 76 0 － 77

合計 76 0 － 77

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

　２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

　３．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19年６月28日

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

平成19年11月８日

取締役会
普通株式 128 10 平成19年９月30日 平成19年12月10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

（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20年６月27日

定時株主総会
普通株式 128 利益剰余金 10 平成20年３月31日 平成20年６月30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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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19年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 2,132

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

※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20年３月31日現在）

（百万円）

現金及び預金勘定 3,562

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 3,068
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

(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

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

857 409 447

合計 857 409 447

(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

(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

１年内 127百万円

１年超 330百万円

合計 457百万円

(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

(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

支払リース料 194百万円

減価償却費相当額 185百万円

支払利息相当額 9百万円

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (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。

同左

２．オペレーティング・リース取引 ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料 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

１年内 2百万円

１年超 3百万円

合計 5百万円

（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（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）　

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

　非上場株式 1

　非上場外国債券 100
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　　　当連結会計年度（平成20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 921 1,796 875

(2）その他 － － －

小計 921 1,796 875

（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 789 688 △101

(2）その他 － － －

小計 789 688 △101

合計 1,711 2,485 774

　　　２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）　

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）

172 51 0

　　　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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（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

(3）取引の利用目的

同左

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。

(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
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２．取引の時価等に関する事項

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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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（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19年３月31日）

当連結会計年度

（平成20年３月31日）

①　退職給付債務 △1,257 △1,405

②　年金資産 709 751

③　未積立退職給付債務（①＋②） △548 △653

④　退職給付引当金 △548 △653

（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用 60 212

(1）勤務費用 114 106

(2）利息費用 25 25

(3）期待運用収益 △8 △9

(4）数理計算上の差異の費用処理額 △71 90

　（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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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 2.0

(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19年３月31日)

当連結会計年度

(平成20年３月31日)

      3,679百万円      3,422百万円

(2）退職給付費用

（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18年４月１日

至　平成19年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日)

138百万円 140百万円
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（ストック・オプション等関係）

  前連結会計年度（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。

  当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20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

（百万円）

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金 4

未払賞与 209

未払事業税 44

その他 42

計 301

（百万円）

繰延税金資産（流動）

貸倒引当金 4

未払賞与 158

未払事業税 25

その他 95

合計 284

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 220

役員退職慰労引当金 169

貸倒引当金 10

その他 79

計 479

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 263

役員退職慰労引当金 190

貸倒引当金 68

関係会社出資金評価損 59

その他 76

小計 657

評価性引当額 △59

合計 598

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △730

その他 △4

計 △734

繰延税金資産の純額 46

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △354

その他 △3

合計 △358

繰延税金資産の純額 525

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

 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。

 

国内の法定実効税率 40.5 ％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.1 ％

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 1.3 ％

その他 △2.8 ％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.7 ％

 

サンワテクノス㈱（８１３７）　平成 20 年３月期決算短信

－ 32 －



（セグメント情報）

　【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度（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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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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 21,361 60,774 9,803 91,939 － 91,939

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
219 51 691 963 (963) －

計 21,581 60,825 10,495 92,902 (963) 91,939

営業費用 21,184 59,244 10,287 90,716 (895) 89,820

営業利益 396 1,581 207 2,186 (67) 2,118

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 6,456 27,548 3,754 37,760 7,170 44,930

減価償却費 4 67 4 76 67 143

資本的支出 10 53 0 63 25 89

　 （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67百万円であり、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、7,170百万円であり、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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　【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度（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。

　当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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 79,111 10,813 2,014 91,939 － 91,939

(2）
セグメント間の内部売上高
又は振替高

4,007 1,087 290 5,384 (5,384) －

計 83,119 11,900 2,304 97,324 (5,384) 91,939

営業費用 81,191 11,748 2,267 95,206 (5,386) 89,820

営業利益 1,928 151 37 2,117 1 2,118

Ⅱ 資産 40,871 4,237 865 45,973 (1,043) 44,930

　（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。
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　【海外売上高】

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 10,901 2,013 12,914

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 91,939

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の
割合（％）

11.9 2.2 14.1

　（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18年４月１日　至　平成19年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
氏名及び会
社等の名称

住所
資本金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

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．取引条件及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19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　役員及び個人主要株主等

属性
氏名及び会
社等の名称

住所
資本金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

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．取引条件及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。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

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

１株当たり純資産額 870.59円

１株当たり当期純利益金額 79.13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

　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。

 

 

 

 

 

　（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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（百万円） 1,400 1,013

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,400 1,013

期中平均株式数（千株） 12,812 12,810

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

第５９期
（平成19年３月31日）

第６０期
（平成20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 1,149 2,317  

２．受取手形 ※５ 6,169 4,186  

３．売掛金 ※４ 23,141 23,654  

４．商品 2,808 2,724  

５．繰延税金資産 264 249  

６．その他 ※４ 328 209  

貸倒引当金 △31 △30  

流動資産合計 33,831 79.1 33,311 80.7 △519

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産

(1）建物 2,442 2,438

減価償却累計額 1,159 1,282 1,216 1,221  

(2）構築物 23 23

減価償却累計額 17 6 18 5  

(3）機械及び装置 53 53

減価償却累計額 39 14 41 12  

(4）工具器具及び備品 144 150

減価償却累計額 119 24 125 25  

(5）土地 2,585 2,585  

有形固定資産合計 3,914 9.1 3,850 9.3 △63

２．無形固定資産

(1）電話加入権 18 18  

(2）ソフトウェア 73 63  

無形固定資産合計 91 0.2 81 0.2 △9
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第５９期
（平成19年３月31日）

第６０期
（平成20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 3,632 2,442  

(2）関係会社株式 534 534  

(3）関係会社出資金 225 225  

(4）敷金・保証金 455 456  

(5）破産債権に準ずる債
権

27 171  

(6）長期前払費用 8 6  

(7）繰延税金資産 － 240  

(8）その他 118 129  

貸倒引当金 △54 △196  

投資その他の資産合計 4,949 11.6 4,011 9.7 △937

固定資産合計 8,954 20.9 7,943 19.3 △1,010

資産合計 42,786 100.0 41,255 100.0 △1,530
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第５９期
（平成19年３月31日）

第６０期
（平成20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 ※５ 7,990 7,797  

２．買掛金 ※４ 17,453 16,771  

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

600 －  

５．未払金 9 10  

６．未払費用 ※４ 796 604  

７．未払法人税等 560 293  

８．未払消費税等 16 －  

９．前受金 84 78  

10．預り金 63 29  

流動負債合計 29,074 68.0 27,085 65.7 △1,988

Ⅱ　固定負債

１．長期借入金 2,400 3,000  

２．繰延税金負債 253 －  

３．退職給付引当金 521 626  

４．役員退職慰労引当金 418 470  

固定負債合計 3,593 8.4 4,096 9.9 502

負債合計 32,668 76.4 31,182 75.6 △1,485
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第５９期
（平成19年３月31日）

第６０期
（平成20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 4.7 －

２．資本剰余金  

(1）資本準備金  1,341 1,341

資本剰余金合計  1,341 3.1 1,341 3.3 －

３．利益剰余金  

(1）利益準備金  197 197

(2）その他利益剰余金  

退職慰労積立金  80 80

別途積立金  4,153 5,003

繰越利益剰余金  1,463 1,164

利益剰余金合計  5,894 13.8 6,445 15.6 551

４．自己株式  △51 △0.1 △51 △0.1 △0

株主資本合計  9,119 21.3 9,669 23.4 550

Ⅱ　評価・換算差額等  

１．その他有価証券評価差
額金

 998 2.3 403 1.0  

評価・換算差額等合計  998 2.3 403 1.0 △594

純資産合計  10,117 23.6 10,073 24.4 △44

負債純資産合計  42,786 100.0 41,255 100.0 △1,530
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(2）損益計算書

第５９期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第６０期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 81,412 100.0 80,562 100.0 △849

Ⅱ　売上原価  72,523 89.1  71,986 89.4 △537

売上総利益 8,888 10.9 8,576 10.6 △312

Ⅲ　販売費及び一般管理費  6,846 8.4 6,758 8.3 △87

営業利益 2,042 2.5 1,817 2.3 △224

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息 3 6

２．受取配当金 41 56

３．仕入割引 104 110

４．家賃収入 109 116

５．為替差益 1 －

６．その他 56 316 0.4 39 329 0.4 13

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 56 71

２．手形売却損 25 47

３．売掛債権譲渡損 49 65

４．為替差損 － 92

５．その他 4 135 0.2 4 281 0.3 146

経常利益 2,223 2.7 1,866 2.3 △357

Ⅵ　特別利益

１．投資有価証券売却益  1 1 0.0 51 51 0.1 50

Ⅶ　特別損失

１．たな卸資産評価損 － 144

２．投資有価証券評価損 74 127

３．有形固定資産売却損 ※１ 8 －

４．有形固定資産除却損 ※２ 0 1

５．貸倒引当金繰入額  － 142

６．その他 － 84 0.1 1 418 0.5 333

税引前当期純利益 2,140 2.6 1,499 1.9 △641

法人税、住民税及び事
業税

997 797

法人税等調整額 △8 988 1.2 △105 692 0.9 △296

当期純利益 1,151 1.4 807 1.0 △344
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(3）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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主
資本
合計

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
 利益

剰余金
合計退職慰労積

立金
別途
積立金

繰越利益剰
余金

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

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

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。

サンワテクノス㈱（８１３７）　平成 20 年３月期決算短信

－ 44 －



　　　　第６０期（自平成19年４月１日　至平成20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

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
 利益

剰余金
合計退職慰労積

立金
別途
積立金

繰越利益剰
余金

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

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て      850 △850 －  －

剰余金の配当       △256 △256  △256

当期純利益       807 807  807

自己株式の取得         △0 △0

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） － － － － － 850 △298 551 △0 550

平成20年３月31日　残高
（百万円） 1,935 1,341 1,341 197 80 5,003 1,164 6,445 △51 9,669

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（百万円） 998 998 10,117

事業年度中の変動額

別途積立金の積立て   －

剰余金の配当   △256

当期純利益   807

自己株式の取得   △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） △594 △594 △594

事業年度中の変動額合計
（百万円） △594 △594 △44

平成20年３月31日　残高
（百万円） 403 403 10,073
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重要な会計方針

項目
第５９期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第６０期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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

（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）

（２）その他有価証券

　　時価のあるもの

同左

　　時価のないもの

　移動平均法による原価法

　　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

（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

　  

 (会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく

減価償却の方法に変更しております。これ

による損益に与える影響額は軽微でありま

す。

（追加情報）

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した有形固定資産については、

改正前の法人税法に基づく減価償却の方法

の適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より、取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上し

ております。これによる損益に与える影響

額は軽微であります。

（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。

（２）無形固定資産

同左

４．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５９期

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第６０期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

５．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。

（１）貸倒引当金

同左

（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。

（２）退職給付引当金

同左

（３）役員退職慰労引当金

　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。

（３）役員退職慰労引当金

同左

６．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

７．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。

（１）ヘッジ会計の方法

同左

（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

（２）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

（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。

（３）ヘッジ方針

同左

（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。

（４）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８．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

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左 
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会計処理方法の変更

第５９期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第６０期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（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。

───────
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注記事項

（貸借対照表関係）

第５９期
（平成19年３月31日）

第６０期
（平成20年３月31日）

※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。

※１．投資有価証券714百万円は取引の保証金として担保

に供しております。

　２．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

金融機関からの借入債務に対する保証

　上海サンワテクノス 30百万円

　２．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㈱ 87百万円

金融機関からの借入債務に対する保証

  上海サンワテクノス 31百万円

　３．受取手形割引高 2,288百万円 　３．受取手形割引高 2,165百万円

※４．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含まれております。

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

※４．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含まれております。

流動資産

売掛金 2,024百万円

その他 31百万円

流動負債

買掛金 176百万円

未払費用 29百万円

※５．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

※５．　　　　　　　───────
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（損益計算書関係）

第５９期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第６０期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

 ※１．有形固定資産売却損の主な内訳は、次の通りであり

ます。

　　　建物 2百万円

    土地 5百万円

※１．　　　　　　　───────

 ※２．有形固定資産除却損の主な内訳は、次の通りであり

ます。

　　　工具器具備品 0百万円

 ※２．有形固定資産除却損の主な内訳は、次の通りであり

ます。

　　　建物 1百万円

（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。

　第60期（自　平成19年４月１日　至　平成20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） 76 0 － 77

　　　　　合計 76 0 － 77

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

第５９期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第６０期
（自　平成19年４月１日
至　平成20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 1,077 697 380

合計 1,077 697 380

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 833 395 438

合計 833 395 438

(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

(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

１年内 123百万円

１年超 324百万円

合計 448百万円

(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

(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 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

支払リース料 188百万円

減価償却費相当額 180百万円

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

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

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

１年内 2百万円

１年超 3百万円

合計 5百万円

（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５９期（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び第６０期（自　平成19年４月１日　至　平成20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５９期
（平成19年３月31日）

第６０期
（平成20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 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（流動）  

貸倒引当金 5 百万円

未払賞与 134 百万円

未払事業税 24 百万円

その他 84 百万円

合計 249 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

その他 71  百万円

計 463  百万円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金 253  百万円

役員退職慰労引当金 190  百万円

貸倒引当金 68  百万円

関係会社出資金評価損 59  百万円

その他 71  百万円

小計 643  百万円

  評価性引当額 △59  百万円

合計 583  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

繰延税金負債（固定）  

その他有価証券評価差額金 △343  百万円

合計 △343  百万円

繰延税金資産の純額 489  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

 

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 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 ％

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 4.8 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない

項目

△0.5 ％

住民税均等割 1.5 ％

その他 △0.2 ％

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５９期
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

第６０期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 789.77円

１株当たり当期純利益金額 89.91円

１株当たり純資産額 786.37円

１株当たり当期純利益金額 63.02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。

　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

　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。

　（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５９期
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

第６０期
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

当期純利益（百万円） 1,151 807

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 1,151 807

期中平均株式数（千株） 12,812 12,810

（重要な後発事象）

　　　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

①代表取締役の異動

 

 　 異動の理由

 　　　 経営体制の一層の強化・充実を図り、更なる企業価値の増大を目指すため。

 

        氏名および役職名

 　　　（新役職名）　　　　　　　　　　　　　　　　（現在の役職名）

 　　　  代表取締役社長　　　　　山本　勢　　　　　　常務取締役

     　　営業本部長　　　　　　　　　　　　　　　    営業本部副本部長　電子部門長

 

 　　　　新任代表取締役の氏名および略歴

　　　　 新役職名　　代表取締役社長 

         氏名（よみがな）山本　勢 （やまもと せい)

         生年月日　　昭和27年２月８日

         出身地　　　愛知県

         最終学歴　　昭和49年３月　中部工業大学電子工学科卒業 （現　中部大学）

         職　　歴　　昭和48年11月　当社入社

                     平成５年10月　京都支店長

                     平成10年10月　電子第一営業部長

                     平成13年４月　名古屋支店長

                     平成14年６月　取締役就任

                     平成16年４月　常務取締役就任（現任）　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業本部電子部門長（現任）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業開発部長（現任）

　　　　　　　　　　 平成16年５月　営業本部副本部長（現任）

　　　　　　　　　　 平成19年４月　電子営業部長（現任）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 営業推進部長（現任）

 

②その他役員の異動

 　 ・取締役の役職の異動

 　（新役職名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（現在の役職名）

 　　常務取締役　業務本部長　　　　  岸本　達三　　　　取締役　業務本部長

     名古屋サービスセンター長　　　　　　　　　　　　　名古屋サービスセンター長

 

     常務取締役　　　　　　　　　　　田中　裕之　　　　取締役　名古屋支店長

     電子部門長　電子営業部長　　　　　　　　　　　　　　　　

 

     常務取締役　メカトロ部門長　　　田栗　政俊　　　　取締役　福岡支店長

     メカトロニクス営業部長　　

 

     常務取締役　大阪支店長　　　　  福田　均　　　　　取締役　メカトロ部門長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   メカトロニクス営業部長

    ・新任取締役候補者

   （新役職名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （現在の役職名）

     取締役　名古屋支店長　　　　　  五十嵐　正憲　　　名古屋支店副支店長

 

     取締役　機械部門長　　　　　　　　　　　　　　　  機械部門長

     機械システム営業部長　　　　　  牧野　利彦　　　　機械システム営業部長

 

     取締役　福岡支店長　　　　　　  三根　省一郎　　　京都支店長

 

     取締役　経営企画部長　　　　　  花山　一八　　　　経営企画部長  
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    ・退任予定取締役

    （現在の役職名）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（新役職名）

　    代表取締役社長　営業本部長　　　　　小林　義行　　　　相談役　　　　　　　　

 

 　   専務取締役　管理本部長　　　　　　　田中　正勝　　　　顧問

 

    　常務取締役　大阪支店長　　　　　　　滝本　善則　　　　顧問

 

③就任予定日

  平成20年６月27日
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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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

 電機部門（百万円） 588 80.3

合計（百万円） 588 80.3

 

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

 電機部門（百万円） 19,201 109.6

 電子部門（百万円） 53,376 101.3

 機械部門（百万円） 9,038 78.1

合計（百万円） 81,615 99.8

 

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

 電機部門（百万円） 21,378 112.1

 電子部門（百万円） 59,930 98.5

 機械部門（百万円） 10,396 77.8

合計（百万円） 91,705 98.3

 

 

 　   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20年３月31日）
前年同期比（％）

 電機部門（百万円） 2,793 100.6

 電子部門（百万円） 6,165 88.0

 機械部門（百万円） 3,430 120.9

合計（百万円） 12,389 98.1
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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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

前年同期比（％）

 電機部門（百万円） 21,361 112.4

 電子部門（百万円） 60,774 102.1

 機械部門（百万円） 9,803 76.0

合計（百万円） 91,939 100.6
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