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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 76,409 △16.9 679 △67.9 651 △69.7 △467 ―

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

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 ％ ％ ％

21年3月期 △36.50 ― △4.5 1.6 0.9
20年3月期 79.13 ― 9.2 4.7 2.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 37,415 9,773 26.0 760.23
20年3月期 44,930 11,188 24.8 870.59

（参考） 自己資本   21年3月期  9,737百万円 20年3月期  11,152百万円

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

21年3月期 60 △113 △159 2,649
20年3月期 1,624 61 △257 3,068

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） 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 256 25.3 2.3
21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 256 ― 2.5

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 10.00 20.00 256.1

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

26,800 △38.3 △400 ― △280 ― △290 ― △22.64

通期 60,500 △20.8 50 △92.6 240 △63.2 100 ― 7.81
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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） 

（注）詳細は、21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） 

（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。 

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 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  78,786株 20年3月期  77,843株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 64,447 △20.0 498 △72.6 687 △63.2 △318 ―

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

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △24.89 ―

20年3月期 63.02 ―

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 33,632 9,088 27.0 709.53
20年3月期 41,255 10,073 24.4 786.37

（参考） 自己資本 21年3月期  9,088百万円 20年3月期  10,073百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※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、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご参照ください。 

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

22,500 △38.8 △350 ― △280 ― △280 ― △21.86

通期 50,400 △21.8 0 ― 140 △79.6 20 ― 1.56
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（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、年度前半は原油・原材料価格の高騰等を背景に弱含みで推移し、更に年度

後半には世界的な金融危機の深刻化による輸出の大幅な落ち込みや円高の進行等の影響で、企業収益が急速に悪化

し、それに伴い雇用調整が行われるなど、経営環境は極めて厳しい状況となりました。 

     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も、半導体関連業

      界、自動車関連業界、電子部品業界及び情報・通信業界などで輸出企業を中心に需要が大幅に低下し、製造業全般

      に生産調整や設備投資抑制の動きが強まる状況で推移いたしました。 

      このような状況の中、当社グループは、営業力の強化や経費圧縮による収益性の向上と業務の効率化に努めてま 

いりましたが、急激な景気悪化の影響を避けられず、当期の連結業績につきましては、売上高は764億９百万円

（前年同期比16.9％減）となり、利益面では、為替差損や投資有価証券評価損及び厚生年金基金脱退に伴う特別損

失を計上したことなどから、営業利益６億79百万円（同67.9％減）、経常利益６億51百万円（同69.7％減）、当期

純損失４億67百万円（前年同期は当期純利益10億13百万円）となり、前期を大幅に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通りであります。 

      電機部門では、半導体関連業界の需要低迷の影響を受け、半導体製造装置用のサーボモータ及びロボット等が大

      幅に減少した他、エレベータ用モータが減少いたしました。この結果、当部門の売上高は150億78百万円（前年同 

      期比29.4％減）、営業利益は、１億６百万円（同73.3％減）となりました。 

      電子部門では、ＰＯＳシステム用のパソコンユニットは堅調でしたが、工作機械及び産業用ロボット関連向けの

   電子部品の販売が減少いたしました。この結果、当部門の売上高は488億５百万円（前年同期比19.7％減）、営業

   利益は６億61百万円（同58.2％減）となりました。 

機械部門では、液晶パネル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の大型物件が売上に寄与

し、太陽電池や有機ＥＬなどのクリーンエネルギー関連向けなど新たな需要もありましたが、競争激化による利益

率低下等により、当部門の売上高は125億25百万円（前年同期比27.8％増）、営業利益は５百万円（同97.5％減）

となりました。 

 次期の見通しにつきましては、国内外製造業全般の急速な減産による在庫調整が一部では落ち着きを見せ始め 

  ておりますが、需要回復までには至っておらず、また、設備投資についても依然慎重な動きとなっており、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、平成22年３月期よりスタートする第７次中期経営計

  画に沿い、以下のような施策に取り組んでまいります。 

    ・ 電機部門・電子部門・機械部門・国内外関連会社の連携による相乗効果が発揮できる販売組織の再構築 

      ・ 新人事制度・評価制度の確立、人材育成への注力 

      ・ 成長市場（クリーンエネルギー等環境事業の分野、ロボット等省力化の分野、介護・医療分野）への注力と 

         業務効率化による収益力向上 

      ・ グローバル物流機能の整備強化 

なお、昨今の激しい経済環境の変動の為、先行きが極めて不透明であることから、目標数値につきましては今

後の経済情勢を踏まえながら設定してまいります。 

また、通期（平成22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      60,500百万円 

  営業利益             50百万円 

  経常利益          240百万円 

  当期純利益          100百万円 

  

１．経営成績
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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374億15百万円となり前連結会計年度末に比べ75億15百万円減少しました。

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276億41百万円となり前連結会計年度末に比べ61億0百万円減少しました。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97億73百万円となり前連結会計年度末に比べ14億14百万円減少しました。

当期純損失による利益剰余金の減少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４億19百

万円減少し、当連結会計年度末には26億49百万円となりました。 

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

    （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は60百万円（前年同期比96.3％減）となりました。これは主に、売上債権の減少

（67億12百万円）等による増加がある一方で、仕入債務の減少（55億74百万円）、及び法人税等の支払（７億65

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１億13百万円（前連結会計年度は61百万円の取得）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（50百万円）、投資有価証券の取得による支出（27百万円）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１億59百万円（前年同期比37.8％減）となりました。これは主に、配当金の

支払（２億56百万円）等による支出がある一方で短期借入金の純増額（１億22百万円）により一部減少したも

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 

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。 

  

  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 平成21年３月期

自己資本比率（％）  19.9  24.5  23.9  24.8  26.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 30.7  32.3  30.1  17.2  14.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（％） 
 520.5  －  －  278.9  7,640.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 17.6  －  －  22.9  0.8
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  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12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。 

  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、同サンワテクノスタイランド及

び同サンワテクノス深圳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。 

２．企業集団の状況

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）、Ｌ

ＣＤ（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 

サンワテクノス深圳  

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 

当社 

サンワトリニティ㈱ 
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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。 
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（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 

  当社グループにおきましては、高付加価値の商品とサービスの提供及び業務の効率化により、収益性と総資産効率の

向上を図るうえで、ＲＯＡ（総資産利益率）３％以上を経営指標のひとつとしております。 

  

（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、自己資本の充実に取り組ん

でおります。 

  また、平成22年３月期よりスタートする第７次中期経営計画に沿い、以下のような施策に取り組んでまいります。 

  ・ 電機部門・電子部門・機械部門・国内外関連会社の連携による相乗効果が発揮できる販売組織の再構築 

  ・ 新人事制度・評価制度の確立、人材育成への注力 

  ・ 成長市場（クリーンエネルギー等環境事業の分野、ロボット等省力化の分野、介護・医療分野）への注力と業務 

     効率化による収益力向上 

  ・ グローバル物流機能の整備強化 

 なお、昨今の激しい経済環境の変動の為、先行きが極めて不透明であることから、目標数値につきましては今後の経

済情勢を踏まえながら設定してまいります。 

  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、業績のみだけでなく、経営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性の向上に加え、グローバルな技術商社として、昨今の極めて厳しい経営環境下で

も、その環境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。 

 収益性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、高品質・高付加価値な商品と技術そしてソリューションを提供すること、

更に、ＩＴ活用などで業務の効率化を図り、コスト削減を推進するなど、徹底して収益力の強化を進めてまいりま

す。 

 また、人材育成につきましては、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更に進め、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。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,562 3,143

受取手形及び売掛金 29,363 22,145

たな卸資産 3,827 －

商品及び製品 － 4,218

仕掛品 － 68

原材料及び貯蔵品 － 0

繰延税金資産 284 397

その他 433 787

貸倒引当金 △35 △27

流動資産合計 37,435 30,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  2,524 ※1  2,531

減価償却累計額 △1,270 △1,337

建物及び構築物（純額） 1,253 1,193

土地 ※1  2,625 ※1  2,625

リース資産 － 141

減価償却累計額 － △22

リース資産（純額） － 119

その他 388 359

減価償却累計額 △256 △264

その他（純額） 132 94

有形固定資産合計 4,011 4,033

無形固定資産   

その他 97 102

無形固定資産合計 97 102

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※3  2,491 ※1, ※3  1,400

繰延税金資産 252 509

その他 839 1,029

貸倒引当金 △197 △394

投資その他の資産合計 3,386 2,544

固定資産合計 7,495 6,680

資産合計 44,930 37,415
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※1  26,724 ※1  20,518

短期借入金 1,531 1,648

1年内返済予定の長期借入金 － 2,400

リース債務 － 36

未払法人税等 333 14

未払費用 690 1,076

その他 327 198

流動負債合計 29,606 25,893

固定負債   

長期借入金 3,000 600

リース債務 － 87

繰延税金負債 11 5

退職給付引当金 653 694

役員退職慰労引当金 470 361

固定負債合計 4,135 1,748

負債合計 33,742 27,641

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 7,405 6,681

自己株式 △51 △52

株主資本合計 10,629 9,905

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 417 3

為替換算調整勘定 105 △170

評価・換算差額等合計 522 △167

少数株主持分 35 35

純資産合計 11,188 9,773

負債純資産合計 44,930 37,415
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 91,939 76,409

売上原価 81,412 67,574

売上総利益 10,527 8,834

販売費及び一般管理費 8,408 8,155

営業利益 2,118 679

営業外収益   

受取利息 18 6

受取配当金 41 43

仕入割引 110 94

受取家賃 98 113

その他 71 84

営業外収益合計 340 341

営業外費用   

支払利息 71 76

手形売却損 47 15

売上債権売却損 67 67

為替差損 112 194

その他 11 15

営業外費用合計 310 369

経常利益 2,149 651

特別利益   

投資有価証券売却益 51 －

車両運搬具売却益 0 2

貸倒引当金戻入額 12 8

特別利益合計 64 10

特別損失   

たな卸資産評価損 144 －

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 127 352

車両運搬具売却損 0 －

建物除却損 1 －

工具器具備品除却損 1 －

会員権売却損 1 －

貸倒引当金繰入額 142 119

役員退職慰労金 23 －

厚生年金基金脱退一時金 － 621

特別損失合計 442 1,093

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

1,770 △431

法人税、住民税及び事業税 859 59

法人税等調整額 △104 △24

法人税等合計 755 35

少数株主利益 1 0

当期純利益又は当期純損失（△） 1,013 △467
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,935 1,935

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,935 1,935

資本剰余金   

前期末残高 1,341 1,341

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,341 1,341

利益剰余金   

前期末残高 6,647 7,405

当期変動額   

剰余金の配当 △256 △256

当期純利益又は当期純損失（△） 1,013 △467

当期変動額合計 757 △723

当期末残高 7,405 6,681

自己株式   

前期末残高 △51 △51

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △51 △52

株主資本合計   

前期末残高 9,872 10,629

当期変動額   

剰余金の配当 △256 △256

当期純利益又は当期純損失（△） 1,013 △467

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 756 △724

当期末残高 10,629 9,905
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,015 417

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △597 △414

当期変動額合計 △597 △414

当期末残高 417 3

為替換算調整勘定   

前期末残高 101 105

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △275

当期変動額合計 3 △275

当期末残高 105 △170

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,116 522

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △593 △690

当期変動額合計 △593 △690

当期末残高 522 △167

少数株主持分   

前期末残高 34 35

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △0

当期変動額合計 1 △0

当期末残高 35 35

純資産合計   

前期末残高 11,024 11,188

当期変動額   

剰余金の配当 △256 △256

当期純利益又は当期純損失（△） 1,013 △467

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △592 △690

当期変動額合計 164 △1,414

当期末残高 11,188 9,773
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

1,770 △431

減価償却費 143 162

退職給付引当金の増減額（△は減少） 105 40

貸倒引当金の増減額（△は減少） 130 189

受取利息及び受取配当金 △59 △49

支払利息 71 76

投資有価証券売却損益（△は益） △51 －

投資有価証券評価損益（△は益） 127 352

有形固定資産売却損益（△は益） 0 △2

有形固定資産除却損 3 0

売上債権の増減額（△は増加） 1,721 6,712

たな卸資産の増減額（△は増加） △203 △652

その他の資産の増減額（△は増加） △47 9

仕入債務の増減額（△は減少） △783 △5,574

未払消費税等の増減額（△は減少） △8 △0

その他の負債の増減額（△は減少） △79 327

その他 △94 △303

小計 2,746 857

利息及び配当金の受取額 59 49

利息の支払額 △71 △80

法人税等の支払額 △1,109 △765

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,624 60

投資活動によるキャッシュ・フロー   

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 △63 △50

有形固定資産の売却による収入 1 9

投資有価証券の取得による支出 △26 △27

投資有価証券の売却による収入 172 －

その他 △24 △44

投資活動によるキャッシュ・フロー 61 △113

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（△は減少） － 122

長期借入れによる収入 600 －

長期借入金の返済による支出 △600 －

リース債務の返済による支出 － △25

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △256 △256

財務活動によるキャッシュ・フロー △257 △159

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,431 △419

現金及び現金同等物の期首残高 1,636 ※  3,068

現金及び現金同等物の期末残高 ※  3,068 ※  2,649
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

連結子会社の数 12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 

サンワテクノス深圳 

 上記のうち、サンワテクノス深圳につ

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。 

 連結子会社のうちサンワテクノスシン

ガポール他８社の決算日は、平成20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21年１月１日から連結決

算日平成21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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 

  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 

 （貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法によ

り算定） 

 その他 …先入先出法による原価法 

 （貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法によ

り算定） 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日公表分）を

適用しております。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 

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（リース資産を除く） 

 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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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（リース資産を除く） 

同左 

  

  

  

  

  ───────────── ③リース資産 

  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、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

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。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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。  

───────────── 

(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 

 為替予約取引及び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、為替予約が付されている

外貨建債権債務については振当処理によ

っており、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 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…為替予約取引及び金利ス

ワップ取引 

 ヘッジ対象…外貨建債権債務及び長期

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。 

③ヘッジ方針 

 為替予約取引は、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行っ

ております。また、金利スワップ取引

は、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。  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  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 

 為替予約取引については、取引時に重

要な条件の同一性を確認しているため、

有効性の評価を省略しております。ま

た、金利スワップ取引については、特例

処理の要件を満たしているため、有効性

の評価を省略しております。   

(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．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

       ───────────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

───────────── 

（リース取引に関する会計基準） 

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、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、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」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

（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） 

 当連結会計年度より、「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。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

────── 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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。 

（連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内 

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年 

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの 

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」 

「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。なお、 

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び 

製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 

3,738百万円、87百万円、1百万円であります。  

  

────── 
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前連結会計年度（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 

 （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 

(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 

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

※１ 担保に供している資産 

 取引の保証金として担保に供しております。 

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

※１ 担保に供している資産 

 取引の保証金として担保に供しております。 

有形固定資産     

 土地 39百万円

 建物 17百万円

計 56百万円

 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 223百万円

２ 受取手形割引高 2,165百万円 ２ 受取手形割引高 9百万円

※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

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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

  
（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 

  
（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

サンワテクノス㈱(8137) 平成21年３月期決算短信

- 22 -



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21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 

（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 

(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 

  

  

  
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）  77  0  －  78

合計  77  0  －  78

  
（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20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式   128  10 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式   128  10 平成20年９月30日 平成20年12月10日 

  
（決議予定） 

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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  128 利益剰余金  10 平成21年３月31日 平成21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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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

※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21年３月31日現在）

  （百万円）

現金及び預金勘定  3,143

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  2,649
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

(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 

(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 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 

定額法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との 

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。  

２．オペレーティング・リース取引 

    未経過リース料 

 （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。 

  
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

１年内 127百万円

１年超 330百万円

合計 457百万円

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

１年内 2百万円

１年超 3百万円

合計 5百万円

１．ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①  リース資産の内容 

    工具、器具及び備品であります。 

 ②  リース資産の減価償却の方法 

    連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  「４．会計処理基準に関する事項  (2）重要な減 

    価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであ 

    ります。  

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう 

 ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ 

 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、その内容は次のとおり 

 であります。  

(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 

(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 

(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 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 

定額法によっております。  

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との 

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

（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。    

  
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）

（有形固定資
産）その他  548  225  323

合計  548  225  323

１年内 102百万円

１年超 232百万円

合計 335百万円

支払リース料 137百万円

減価償却費相当額 128百万円

支払利息相当額 9百万円
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前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  ２．オペレーティング・リース取引 

   オペレーティング・リース取引のうち解約不能の 

  ものに係る未経過リース料  

 １年内 3百万円

 １年超 5百万円

 合計 8百万円
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前連結会計年度（平成20年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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）  

  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

（有価証券関係）

  
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

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

  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21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

  
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  395  608  213

(2）その他  －  －  －

小計  395  608  213

（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  990  785  △205

(2）その他  －  －  －

小計  990  785  △205

合計  1,385  1,394  8

  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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１．取引の状況に関する事項 

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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。 

① ヘッジ会計の方法 

 為替予約取引及び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、為替予約が

付されている外貨建債権債務については振当処理によ

っており、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 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段…為替予約取引及び金利スワップ取引 

   ヘッジ対象…外貨建債権債務及び長期借入金の支払

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。 

③ ヘッジ方針 

 為替予約取引は、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

る目的で行っております。また、金利スワップ取引

は、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 ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約取引については、取引時に重要な条件の同

一性を確認しているため、有効性の評価を省略してお

ります。また、金利スワップ取引については、特例処

理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略し

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19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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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 前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

１．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、確定給付企業年金制度、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。 

 また、総合設立の厚生年金基金制度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年

金資産残高のうち当社の加入人数割合に基づく年金資産残高は、前連結会計年度末3,679百万円、当連結会計年度

末3,422百万円であります。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。 

(1）制度全体の積立状況に関する事項（平成19年３月31日現在） 

(2）制度全体に占める当社及び国内連結子会社の掛金拠出割合（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

1.8％ 

(3）補足説明 

 上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高27,280百万円であります。本制度にお

ける過去勤務債務の償却方法は、定率法を採用しております。 

 なお、上記（2）の割合は当社及び国内連結子会社の実際の負担割合とは一致しません。 

２．退職給付債務に関する事項 

（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 

 （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 

（退職給付関係）

年金資産の額 234,450百万円

年金財政計算上の給付債務の額 200,699百万円

差引額 33,750百万円

  （単位 百万円）

    
前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 

① 退職給付債務  △1,405

② 年金資産  751

③ 未積立退職給付債務（①＋②）  △653

④ 退職給付引当金  △653

  （単位 百万円）

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

退職給付費用  212

(1）勤務費用  106

(2）利息費用  25

(3）期待運用収益（減算）  △9

(4）数理計算上の差異の費用処理額  90

  
前連結会計年度

（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 

(2）割引率（％）  2.0

(3）期待運用収益率（％）  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。 
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 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)  

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、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けており

ます。 

 当連結会計年度において、当社及び国内連結子会社の一部は、従来加入していた総合設立型の厚生年金基金を脱

退しております。 

２．退職給付債務に関する事項 

 （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 

  （注）１ 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。  

  （注）２ 上記退職給付費用以外に、厚生年金基金脱退に伴う特別掛金621百万円を特別損失に「厚生年金基金脱退一

       時金」として計上しております。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  （単位 百万円）

    
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

① 退職給付債務  △1,432

② 年金資産  738

③ 未積立退職給付債務（①＋②）  △694

④ 退職給付引当金  △694

  （単位 百万円）

  
当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

退職給付費用  188

(1）勤務費用（注）１  119

(2）利息費用  25

(3）期待運用収益（減算）  △10

(4）数理計算上の差異の費用処理額  53

  
当連結会計年度

（平成21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 

(2）割引率（％）  2.0

(3）期待運用収益率（％）  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。 
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前連結会計年度（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。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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  158

未払事業税  25

その他  95

合計  284

  （百万円）

繰延税金資産（流動）   

貸倒引当金  49

未払賞与  117

税務上の繰越欠損金  218

その他  55

小計  441

評価性引当額  △43

合計  397

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

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金  279

役員退職慰労引当金  146

貸倒引当金  64

関係会社出資金評価損  59

その他  76

小計  626

評価性引当額  △112

合計   514

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

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金  △7

その他  △2

合計  △10

繰延税金資産の純額  902

    

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）   

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

 当連結会計年度は税金等調整前当期純損失のため記載

しておりません。  
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （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 

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。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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

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 
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当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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 

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93百万円であり、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、5,862百万円であり、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。 

  

  
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  15,078  48,805  12,525  76,409  －  76,409

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 146  40  512  698 (698)  －

計  15,224  48,845  13,037  77,108 (698)  76,409

営業費用  15,118  48,184  13,032  76,335 (605)  75,730

営業利益  106  661  5  772 (93)  679

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本

的支出 
            

資産  5,505  22,692  3,354  31,552  5,862  37,415

減価償却費  3  60  4  69  93  162

資本的支出  8  24  9  41  172  214

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 
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （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20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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

  
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  64,142  10,654  1,611  76,409  －  76,409

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,566  936  620  5,123 (5,123)  －

計  67,709  11,590  2,232  81,533 (5,123)  76,409

営業費用  67,119  11,533  2,202  80,855 (5,124)  75,730

営業利益  590  57  29  678  1  679

Ⅱ 資産  34,363  3,184  808  38,356 (941)  37,415
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （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20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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。 

  

ｃ．海外売上高

  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

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,498  1,612  12,111

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  76,409

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高
の割合（％）  13.7  2.1  15.9
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 前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 

平成21年３月31日） 

決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（関連当事者情報）
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 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 760.23 円

１株当たり当期純損失金額 36.50 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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  1,013  △467

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又は当期純損失

（△）（百万円） 
 1,013  △467

期中平均株式数（千株）  12,810  12,809

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,317 2,012

受取手形 4,186 3,442

売掛金 ※4  23,654 ※4  16,659

商品 2,724 －

商品及び製品 － 3,306

繰延税金資産 249 361

未収還付法人税等 － 401

その他 ※4  209 ※4  210

貸倒引当金 △30 △20

流動資産合計 33,311 26,375

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,438 2,442

減価償却累計額 △1,216 △1,279

建物（純額） 1,221 1,162

構築物 23 23

減価償却累計額 △18 △19

構築物（純額） 5 4

機械及び装置 53 53

減価償却累計額 △41 △43

機械及び装置（純額） 12 9

工具、器具及び備品 150 147

減価償却累計額 △125 △130

工具、器具及び備品（純額） 25 17

土地 2,585 2,585

リース資産 － 135

減価償却累計額 － △21

リース資産（純額） － 113

有形固定資産合計 3,850 3,893

無形固定資産   

電話加入権 18 18

ソフトウエア 63 73

無形固定資産合計 81 91

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  2,442 ※1  1,359

関係会社株式 534 574

関係会社出資金 225 271

敷金及び保証金 456 454

破産更生債権等 171 347

長期前払費用 6 5

繰延税金資産 240 505

その他 129 126

貸倒引当金 △196 △372
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産合計 4,011 3,272

固定資産合計 7,943 7,257

資産合計 41,255 33,632

負債の部   

流動負債   

支払手形 7,797 6,098

買掛金 ※4  16,771 ※4  11,797

短期借入金 1,500 1,500

1年内返済予定の長期借入金 － 2,400

リース債務 － 35

未払金 10 10

未払費用 ※4  604 ※4  942

未払法人税等 293 －

前受金 78 25

預り金 29 22

流動負債合計 27,085 22,830

固定負債   

長期借入金 3,000 600

リース債務 － 82

退職給付引当金 626 669

役員退職慰労引当金 470 361

固定負債合計 4,096 1,713

負債合計 31,182 24,544

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,935 1,935

資本剰余金   

資本準備金 1,341 1,341

資本剰余金合計 1,341 1,341

利益剰余金   

利益準備金 197 197

その他利益剰余金   

退職慰労積立金 80 80

別途積立金 5,003 5,553

繰越利益剰余金 1,164 39

利益剰余金合計 6,445 5,870

自己株式 △51 △52

株主資本合計 9,669 9,094

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 403 △5

評価・換算差額等合計 403 △5

純資産合計 10,073 9,088

負債純資産合計 41,255 33,632
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 80,562 64,447

売上原価   

商品期首たな卸高 2,808 2,724

当期商品仕入高 71,902 58,024

合計 74,711 60,749

商品期末たな卸高 2,724 3,306

商品売上原価 71,986 57,443

売上総利益 8,576 7,004

販売費及び一般管理費 6,758 6,505

営業利益 1,817 498

営業外収益   

受取利息 6 4

受取配当金 56 105

仕入割引 110 94

受取家賃 116 131

その他 39 48

営業外収益合計 329 383

営業外費用   

支払利息 71 71

手形売却損 47 15

売上債権売却損 65 65

為替差損 92 38

その他 4 4

営業外費用合計 281 195

経常利益 1,866 687

特別利益   

投資有価証券売却益 51 －

貸倒引当金戻入額 － 10

特別利益合計 51 10

特別損失   

たな卸資産評価損 144 －

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券評価損 127 352

建物除却損 1 －

工具器具備品除却損 0 －

会員権売却損 1 －

貸倒引当金繰入額 142 119

厚生年金基金脱退一時金 － 548

特別損失合計 418 1,020

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 1,499 △323

法人税、住民税及び事業税 797 25

法人税等調整額 △105 △30

法人税等合計 692 △4

当期純利益又は当期純損失（△） 807 △318
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,935 1,935

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,935 1,935

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,341 1,341

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,341 1,341

資本剰余金合計   

前期末残高 1,341 1,341

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,341 1,341

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 197 197

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 197 197

その他利益剰余金   

退職慰労積立金   

前期末残高 80 80

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 80 80

別途積立金   

前期末残高 4,153 5,003

当期変動額   

別途積立金の積立 850 550

当期変動額合計 850 550

当期末残高 5,003 5,553

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,463 1,164

当期変動額   

別途積立金の積立 △850 △550

剰余金の配当 △256 △256

当期純利益又は当期純損失（△） 807 △318

当期変動額合計 △298 △1,124

当期末残高 1,164 39

利益剰余金合計   

前期末残高 5,894 6,445
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △256 △256

当期純利益又は当期純損失（△） 807 △318

当期変動額合計 551 △574

当期末残高 6,445 5,870

自己株式   

前期末残高 △51 △51

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △51 △52

株主資本合計   

前期末残高 9,119 9,669

当期変動額   

剰余金の配当 △256 △256

当期純利益又は当期純損失（△） 807 △318

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 550 △575

当期末残高 9,669 9,094

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 998 403

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △594 △409

当期変動額合計 △594 △409

当期末残高 403 △5

評価・換算差額等合計   

前期末残高 998 403

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △594 △409

当期変動額合計 △594 △409

当期末残高 403 △5

純資産合計   

前期末残高 10,117 10,073

当期変動額   

剰余金の配当 △256 △256

当期純利益又は当期純損失（△） 807 △318

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △594 △409

当期変動額合計 △44 △984

当期末残高 10,073 9,088
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

 電子部品…移動平均法による原価法 

 （貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法によ

り算定） 

  その他 …先入先出法による原価法 

 （貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法によ

り算定） 

（会計方針の変更） 

 当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用

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。 

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（リース資産を除く） 

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。 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

  （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（リース資産を除く） 

同左 

    

  

(3)リース資産  

 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、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引開

始日が平成20年３月31日以前のリース

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。 

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 

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 
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項目 
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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。 

────── 

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 

 為替予約取引及び金利スワップ取引

については、繰延ヘッジ処理によって

おります。ただし、為替予約が付され

ている外貨建債権債務については振当

処理によっており、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 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約取引及び金利

スワップ取引    

ヘッジ対象…外貨建債権債務及び長

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。 

(3）ヘッジ方針 

 為替予約取引は、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

で行っております。また、金利スワッ

プ取引は、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。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約取引については、取引時に

重要な条件の同一性を確認しているた

め、有効性の評価を省略しておりま

す。また、金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たしているた

め、有効性の評価を省略しておりま

す。 

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

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

───────────── （リース取引に関する会計基準） 

 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、当事業年度より「リース取引に関する会計基

準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、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」（企業会計基準適用

指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会

計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、通

常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響額は軽微であります。 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21年３月31日） 

※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。 

※１ 投資有価証券223百万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㈱ 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

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㈱ 103百万円

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 147百万円

３ 受取手形割引高 2,165百万円 ３ 受取手形割引高 －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

※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 928百万円

その他 14百万円

流動負債     

買掛金 32百万円

未払費用 32百万円
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前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （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。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （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。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
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

  
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）  77  0  －  78

     合計  77  0  －  78
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

(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 

(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 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 

  定額法によっております。  

(5）利息相当額の算定方法 

    リース料総額とリース物件の取得価額相当額との 

  差額を利息相当額とし、各期への配分方法について 

  は、利息法によっております。 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料  

（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。 

  
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

１年内 123百万円

１年超 324百万円

合計 448百万円

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

１年内 2百万円

１年超 3百万円

合計 5百万円

１．ファイナンス・リース取引 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引 

 ①  リース資産の内容 

    工具、器具及び備品であります。 

 ②  リース資産の減価償却の方法 

   重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方 

  法」に記載のとおりであります。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう 

 ち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前のリ 

 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、その内容は次のとおり 

 であります。 

(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 

(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 

(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 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする 

定額法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との 

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

（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。 

２．オペレーティング・リース取引 

    オペレーティング・リース取引のうち解約不能の 

   ものに係る未経過リース料  

  
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  529  216  313

合計  529  216  313

１年内 98百万円

１年超 226百万円

合計 324百万円

支払リース料 132百万円

減価償却費相当額 125百万円

支払利息相当額 9百万円

 １年内 3百万円

 １年超 5百万円

 合計 8百万円
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 前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）及び当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21

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。 

  

  

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年３月31日） 

当事業年度 
（平成21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  5

未払賞与  134

未払事業税  24

その他  84

合計  249

  （百万円）

繰延税金資産（流動）  

貸倒引当金  49

未払賞与  92

税務上の繰越欠損金  175

その他  43

合計  361

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金  253

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  71

小計  643

  評価性引当額  △59

合計  583

繰延税金資産（固定）   

退職給付引当金  271

役員退職慰労引当金  146

貸倒引当金  60

関係会社出資金評価損  59

その他  75

小計  613

  評価性引当額  △107

合計  505

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金  △343

合計  △343

繰延税金資産の純額  489

繰延税金負債（固定）   

その他有価証券評価差額金  －

合計  －

繰延税金資産の純額  867

    

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 

 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

  

  当事業年度は税引前当期純損失のため記載しておりま

せん。  
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 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 709.53 円

１株当たり当期純損失金額 24.89 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、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在しないため記載しておりません。 

  
前事業年度

(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円）  807  △318

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又は当期純損失

（△）（百万円） 
 807  △318

期中平均株式数（千株）  12,810  12,809

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動（平成21年６月26日付予定） 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

②その他役員の異動 

・退任予定監査役  

 （非常勤）監査役 富岡 伸之 

  

６．その他
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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。 

  

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。 

  

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 

  

  

     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

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％）

 電機部門（百万円）  536  91.1

合計（百万円）  536  91.1

 事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％）

 電機部門（百万円）  14,117  73.5

 電子部門（百万円）  42,610  79.8

 機械部門（百万円）  11,307  125.1

合計（百万円）  68,035  83.4

 事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％）

 電機部門（百万円）  13,532  63.3

 電子部門（百万円）  46,358  77.4

 機械部門（百万円）  11,417  109.8

合計（百万円）  71,309  77.8

 事業の種類別セグメントの名称 
当連結会計年度

 （平成21年３月31日） 
前年同期比（％）

 電機部門（百万円）  1,248  44.7

 電子部門（百万円）  3,718  60.3

 機械部門（百万円）  2,321  67.7

合計（百万円）  7,288  58.8
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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20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

前年同期比（％）

 電機部門（百万円）  15,078  70.6

 電子部門（百万円）  48,805  80.3

 機械部門（百万円）  12,525  127.8

合計（百万円）  76,409  83.1

サンワテクノス㈱(8137) 平成21年３月期決算短信

- 55 -


	サマリー情報090507
	20090507



