
平成21年3月期 第1四半期決算短信 

平成20年7月31日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 サンワテクノス株式会社 上場取引所 東 

コード番号 8137 URL http://www.sunwa.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 山本 勢

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部副本部長 （氏名） 花山 一八 TEL 03-5202-4011

四半期報告書提出予定日 平成20年8月13日

1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 19,741 ― 245 ― 246 ― 107 ―

20年3月期第1四半期 21,564 13.3 190 △50.1 266 △37.4 131 △50.3

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 8.38 ―

20年3月期第1四半期 10.26 ―

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

21年3月期第1四半期 44,253 11,203 25.2 871.69
20年3月期 44,930 11,188 24.8 870.59

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  11,166百万円 20年3月期  11,152百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 ― 1,100 ― 1,150 ― 650 ― 50.74
通期 100,000 8.8 2,400 13.3 2,500 16.3 1,400 38.1 109.28

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月９日発表の通期連結業績予想数値を修正しておりません。上記の業績予想には、現時点で入手可能な情報に基づく将来の予測が含まれております。
実際の業績は、今後様々な要因によって記載の予想数値と異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  12,888,000株 20年3月期  12,888,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  77,923株 20年3月期  77,843株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  12,810,130株 20年3月期第1四半期  12,810,867株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における日本経済は、原油や鋼材をはじめとする原材料価格高騰の長期化、サブプライ

ムローン問題に端を発した金融市場の不安定化などにより企業の景況観が悪化するとともに、石油製品や食料品の相

次ぐ値上げにより個人消費にも翳りが見られるなど、景気の先行きは厳しさを増しております。

　当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、電子部品関連業

界は底堅い推移を見せておりますが、半導体関連業界や産業・工作機械業界において設備投資抑制の動きが見られま

す。

　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197億41百万円（前年同期比8.5％減）となり、営業利益は２億45百万円（同

29.1％増）、経常利益は２億46百万円（同7.6％減）、四半期純利益は１億７百万円（同18.3％減）となりました。

次に事業の種類別セグメントの状況をご説明いたします。

＜電機部門＞

　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は堅調な推移を見せまし

たが、半導体露光装置用のサーボモータ、エレベータ用モータ等が減少いたしました。この結果、当部門の売上高

は42億44百万円（前年同期比9.0％減）、営業利益は39百万円となりました。

＜電子部門＞

　電子部門では、電子部品実装機及び携帯型データ収集端末向け電子部品、アジア地区における電子部品需要は堅

調でしたが、アミューズメント関連業界向けの電子部品需要が減少いたしました。この結果、当部門の売上高は

135億80百万円（同10.0％減）、営業利益は３億８百万円となりました。

＜機械部門＞　  

　機械部門では、液晶関連設備計画の延期等の影響を受け、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液晶基板搬送設備の販売が減少いたしましたが、半導体ウエハ加工

用設備等が売上に寄与いたしました。この結果、当部門の売上高は19億16百万円（同6.2％増）、営業損失は86百

万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の資産合計は442億53百万円となり前連結会計年度末に比べ６億77百万円減少しまし

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。

　当第１四半期連結会計期間末の負債合計は330億49百万円となり前連結会計年度末に比べ６億92百万円減少しまし

た。支払手形及び買掛金の減少が主な要因であります。

　当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は112億３百万円となり前連結会計年度末に比べ15百万円増加しました。

その他有価証券評価差額金の増加が主な要因であります。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期連結会計期間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３

億３百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末には33億71百万円となりました。

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５億79百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益（２億48百万

円）、売上債権の減少（20億98百万円）等による増加がある一方で、たな卸資産の増加（13億33百万円）、仕入債務

の減少（１億47百万円）、及び法人税等の支払（３億４百万円）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）

投資活動の結果使用した資金は50百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出（７百万円）、

投資有価証券の取得による支出（５百万円）等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は１億28百万円となりました。これは主に、配当金の支払（１億28百万円）等による

ものであります。　
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の国内経済は、世界経済の減速懸念、原油・原材料価格の高騰に伴う企業業績の悪化等、景気は減速傾向にあ

り厳しい経済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、計画達成に努めてまいります。

　なお、連結業績予想につきましては、現時点においては平成20年３月期決算発表時（５月９日）から変更はござい

ません。

（連結業績予想）

売　　上　　高 100,000 百万円 （前期比  8.8％増）

営　業　利　益 2,400 百万円 （前期比 13.3％増）

経　常　利　益 2,500 百万円 （前期比 16.3％増）

当 期 純 利 益 1,400 百万円 （前期比 38.1％増）

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）

該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては四半期会計期間に係る法人税等については、四半期会計期間を含む年

度の税金等調整前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり税金等調整前四半期純

利益（累計期間）に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっております。なお、法人税等調整額は、法

人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

（３）四半期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

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当

第１四半期連結会計期間から適用しております。

　これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

③当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。

④所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第13号　平成19年３月

30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　企業会計基準適用指針第

16号　平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から

適用することができることになったことに伴い、平成20年４月１日以降にリース取引開始となる契約からこれ

らの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。

　これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,865 3,562

受取手形及び売掛金 27,008 29,363

商品 4,052 3,200

仕掛品 1,004 626

その他 682 717

貸倒引当金 △32 △35

流動資産合計 36,580 37,435

固定資産   

有形固定資産 3,982 4,011

無形固定資産   

その他 124 97

無形固定資産合計 124 97

投資その他の資産 3,565 3,386

固定資産合計 7,672 7,495

資産合計 44,253 44,930

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,250 26,724

短期借入金 1,528 1,531

未払法人税等 160 333

引当金 12 －

その他 1,113 1,017

流動負債合計 29,065 29,606

固定負債   

長期借入金 3,000 3,000

引当金 967 1,124

その他 16 11

固定負債合計 3,983 4,135

負債合計 33,049 33,742



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,935 1,935

資本剰余金 1,341 1,341

利益剰余金 7,384 7,405

自己株式 △52 △51

株主資本合計 10,608 10,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 583 417

為替換算調整勘定 △26 105

評価・換算差額等合計 557 522

少数株主持分 37 35

純資産合計 11,203 11,188

負債純資産合計 44,253 44,930



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 19,741

売上原価 17,257

売上総利益 2,483

販売費及び一般管理費 2,238

営業利益 245

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 20

仕入割引 27

受取家賃 27

その他 14

営業外収益合計 91

営業外費用  

支払利息 18

手形売却損 5

売上債権売却損 21

為替差損 42

その他 3

営業外費用合計 90

経常利益 246

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 2

税金等調整前四半期純利益 248

法人税、住民税及び事業税 140

少数株主利益 0

四半期純利益 107



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 248

減価償却費 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △22

支払利息 18

売上債権の増減額（△は増加） 2,098

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,333

仕入債務の増減額（△は減少） △147

その他 △16

小計 877

利息及び配当金の受取額 22

利息の支払額 △15

法人税等の支払額 △304

営業活動によるキャッシュ・フロー 579

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △7

投資有価証券の取得による支出 △5

その他 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △50

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △128

財務活動によるキャッシュ・フロー △128

現金及び現金同等物に係る換算差額 △96

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 303

現金及び現金同等物の期首残高 3,068

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,371



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30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）

 売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,244 13,580 1,916 19,741 － 19,741

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
34 10 47 93 (93) －

        計 4,278 13,591 1,964 19,834 (93) 19,741

営業利益 39 308 (86) 262 (17) 245

　（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

半導体関連製造設備、産業用ロボット、液晶・パネル搬送用

クリーンロボット、基板関連装置、物流搬送装置、バルブコ

ントロール装置、風水力機器、空調・厨房設備、環境保護機

器及び装置、各種検査装置、医療機器等

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
 その他

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 16,653 2,674 413 19,741 － 19,741

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
1,050 292 133 1,477 (1,477) －

         計 17,703 2,967 546 21,218 (1,477) 19,741

営業利益 186 29 29 245 0 245

（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

－ 1 －



【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 

 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,649 413 3,062

Ⅱ　連結売上高（百万円） －　 －　 19,741

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
13.4 2.1 15.5

（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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 2 －



[参考資料] 
前四半期にかかる財務諸表 

(1)（要約）四半期連結損益計算書 
前第１四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～６月 30 日） 

（単位：百万円） 
前年同四半期 

(平成 20 年３月期 

第１四半期) 科  目 

金  額 
Ⅰ 売上高 21,564

Ⅱ 売上原価 19,198

 売上総利益 2,365

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,175

営業利益 190

Ⅳ 営業外収益    124

Ⅴ 営業外費用    48

 経常利益 266

Ⅵ 特別利益    －

Ⅶ 特別損失    24

税金等調整前四半期 
純利益 242

税金費用 113

少数株主利益 △2

四半期純利益 131

 
(2)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～６月 30 日） 
（単位：百万円） 

 

前年同四半期 

(平成 20 年３月期 

第１四半期) 

区  分 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・

フロー 
753

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・

フロー 
△30

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・

フロー 
△128

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換

算差額 
△1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 
592

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残

高 
1,636

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残

高 
2,229

 



６．その他の情報

　(1)生産、受注及び販売の状況

①生産実績

　 当第１四半期連結会計期間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
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

電機部門（百万円） 100

合計（百万円） 100

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②商品仕入実績

当第１四半期連結会計期間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
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

電機部門（百万円） 4,351

電子部門（百万円） 12,217

機械部門（百万円） 1,917

合計（百万円） 18,486

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③受注状況

 当第１四半期連結会計期間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。

事業の種類別セグメントの名
称

受注高（百万円） 受注残高（百万円）

電機部門 4,977 3,527

電子部門 14,099 6,684

機械部門 6,126 7,640

　（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

④販売実績

  当第１四半期連結会計期間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
当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

電機部門（百万円） 4,244

電子部門（百万円） 13,580

機械部門（百万円） 1,916

合計（百万円） 19,741

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 1 －
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