
第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

(1）連結経営指標等

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期 

決算年月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月 

売上高 （千円） 18,661,658 21,195,455 22,514,098 23,397,778 20,959,512 

経常利益 （千円） 423,316 501,916 900,901 648,953 66,198 

親会社株主に帰属する当期純

利益又は親会社株主に帰属す

る当期純損失（△） 

（千円） △354,383 619,573 942,976 527,107 △719,627 

包括利益 （千円） △221,310 797,574 1,303,942 172,957 △547,656 

純資産額 （千円） 7,594,339 8,535,800 9,841,580 9,908,357 9,239,787 

総資産額 （千円） 19,712,435 21,389,313 23,739,347 24,523,488 23,241,800 

１株当たり純資産額 （円） 619.50 697.56 806.66 817.96 762.76 

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

（△） 

（円） △29.29 51.22 77.98 43.59 △59.51 

潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 38.0 39.4 41.1 40.3 39.7 

自己資本利益率 （％） － 7.8 10.4 5.4 － 

株価収益率 （倍） － 6.4 5.1 7.1 － 

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） 2,870,757 870,180 △1,371,996 1,252,218 1,811,459 

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） △155,774 △340,640 △337,803 △780,622 △724,863 

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
（千円） △3,006,607 △550,049 914,458 311,991 △1,200,688 

現金及び現金同等物の期末残

高 
（千円） 2,353,452 2,373,055 1,606,705 2,374,101 2,255,571 

従業員数 
(人) 

600 582 594 593 576 

[外、平均臨時雇用者数] [178] [200] [194] [191] [179] 

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．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。

３．平成25年３月期及び平成29年３月期の自己資本利益率及び株価収益率については親会社株主に帰属する当期純

損失が計上されているため記載しておりません。
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(2）提出会社の経営指標等

回次 第65期 第66期 第67期 第68期 第69期 

決算年月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月 

売上高 （千円） 18,376,483 21,029,489 22,001,701 22,884,932 20,578,692 

経常利益又は経常損失（△） （千円） 503,695 518,667 831,527 537,513 △38,486 

当期純利益又は当期純損失

（△） 
（千円） △469,730 625,133 887,278 436,621 △803,217 

資本金 （千円） 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 3,380,000 

発行済株式総数 （株） 12,382,000 12,382,000 12,382,000 12,382,000 12,382,000 

純資産額 （千円） 7,257,888 7,956,785 9,047,332 9,277,817 8,491,051 

総資産額 （千円） 19,173,487 20,776,280 22,676,669 23,717,287 22,295,159 

１株当たり純資産額 （円） 599.87 657.93 748.24 767.31 702.24 

１株当たり配当額 
（円） 

－ 7 8 10 10 

（うち１株当たり中間配当額） (－) (－) (－) (－) (－) 

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

（△） 

（円） △38.82 51.68 73.37 36.11 △66.42 

潜在株式調整後１株当たり当期

純利益金額 
（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） 37.9 38.3 39.9 39.1 38.1 

自己資本利益率 （％） － 8.2 10.4 4.8 － 

株価収益率 （倍） － 6.4 5.4 8.6 － 

配当性向 （％） － 13.5 10.9 27.7 － 

従業員数 
(人) 

459 450 463 469 460 

[外、平均臨時雇用者数] [175] [198] [190] [183] [173] 

（注）１．売上高には、消費税等は含まれておりません。

２．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。

３．平成25年３月期及び平成29年３月期の自己資本利益率及び株価収益率については当期純損失が計上されている

ため記載しておりません。

４．平成25年３月期の配当性向については無配のため記載しておりません。平成29年３月期の配当性向については

当期純損失が計上されているため記載しておりません。
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２【沿革】

昭和24年１月 京都市下京区寺町通綾小路下ル中之町571番地に「星和電機株式会社」を設立し、電気工事材料

の販売及び電気工事請負業を開始

昭和25年４月 国産初の防水耐酸形蛍光灯器具“ウォーターパール”の試作、研究に着手、12月より販売を開始

昭和31年10月 大阪市北区に大阪出張所を開設〔昭和47年１月 大阪支店（現関西支社）に昇格、平成４年８月

大阪市西区へ移転〕

昭和32年９月 関門海底トンネルに官公庁受注の第一歩となる照明器具を一括納入

昭和32年10月 東京都港区に東京出張所を開設〔昭和47年１月 東京支店（現東京支社）に昇格、平成28年７月

東京都台東区に移転〕

昭和33年４月 耐圧防爆形蛍光灯器具を開発し、労働省の工場電気機械器具防爆検定（以下、「防爆検定」）の

第一号合格品となり、販売を開始

昭和33年５月 名古屋市中区に名古屋出張所を開設〔昭和37年12月 名古屋市東区に移転、昭和62年６月 名古

屋支店（現中部支社）に昇格〕

昭和34年10月 耐圧防爆形水銀灯器具を開発し、防爆検定に合格して、国内初の製品として販売を開始

昭和35年５月 小型開閉器類の開発により、小型電気機器部門を新設し、生産を開始

昭和37年12月 国内初の粉塵防爆形蛍光灯器具が防爆検定に合格

昭和38年４月 配線用ダクト“カッチングダクト”を発表し、販売開始

昭和38年12月 名神高速道路関ヶ原トンネルに防水形ナトリウム灯器具その他を一括納入

昭和41年５月 京都府城陽市寺田新池36番地に城陽工場（現本社工場）を新設

昭和43年５月 モザイク式監視制御盤“ルミグラフィック”を開発、受注を開始

昭和44年３月 電光式道路情報表示板を開発し、受注を開始

昭和46年４月 安全増防爆形蛍光灯器具（ＧＥシリーズ）、防水形蛍光灯器具（ＹＥシリーズ）の販売を開始

昭和48年５月 城陽工場が防水形蛍光灯器具のＪＩＳ工場に認定

昭和52年７月 本社を城陽市の城陽工場内に移転し、城陽工場を本社工場に名称変更

昭和60年２月 多色発光ダイオード（マルチカラーＬＥＤ）ディスプレイ“ピュアサイン”を開発、受注を開始

昭和61年６月 星和電子株式会社を設立（平成27年６月 清算結了）

平成元年12月 大阪証券取引所市場第二部及び京都証券取引所に株式を上場

平成２年９月 本社技術棟を新設

平成４年３月 日本道路公団高松建設局に四国縦貫道交通系中央情報処理システムを開発し納入

平成７年４月 星和情報システム株式会社を設立（平成19年７月 星和テクノロジー株式会社に商号変更 

現・連結子会社）

平成７年９月 ＬＥＤチップ輝度選別装置を開発

平成９年５月 電磁ノイズ対策製品の販売を開始

平成９年７月 本社工場内に中央新棟を新設

平成12年10月 不法投棄監視通報システムを開発

平成13年４月 株式会社デジテックを設立（現・連結子会社）

平成14年３月 青色ＬＥＤを開発し、販売を開始

平成16年10月 常熟星和電機有限公司を中国常熟市に設立（現・連結子会社）

平成17年12月 株式会社セイワキャリアサービスを設立（平成25年11月 吸収合併）

平成19年１月 香港星和電機有限公司を中国・香港に設立、同年６月より営業を開始（平成24年２月 清算結了）

平成21年８月 上海制和貿易有限公司を中国上海市に設立（平成26年11月 清算結了）

平成22年12月 本社工場内にＬＥＤ新棟を新設

平成23年４月 SEIWA ELECTRIC(VIETNAM)Co.,Ltd.をベトナムホーチミン市に設立（現・連結子会社）

平成23年６月 星和電機（包頭）有限公司を中国包頭市に設立（平成25年11月 出資持分の全部売却）

平成25年４月 常熟星電貿易有限公司を中国常熟市に設立（現・連結子会社）

平成25年７月 東京証券取引所と大阪証券取引所の統合に伴い、東京証券取引所市場第二部に上場
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３【事業の内容】
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社５社により構成されており、情報機器、照明機器、コ

ンポーネント、その他製品の製造販売及び情報サービスを事業内容としております。
なお、事業区分欄には、セグメントの名称を記載しております。
当社グループの主要各社の位置付け等は次のとおりであります。

会社名 主要な事業の内容 事業区分

常熟星和電機有限公司
電磁波環境部品及び照明機器を製造しております。当社へ
供給するほか中国国内において販売しております。

照明機器
コンポーネント

SEIWA
ELECTRIC(VIETNAM)Co.,Ltd.

異型押出成形品を製造しております。 コンポーネント

常熟星電貿易有限公司 部品の調達を行っております。 照明機器

㈱デジテック
電磁波環境部品の製造を担当し、当社が仕入れたうえで得
意先に販売しております。

コンポーネント

星和テクノロジー㈱
コンピュータ保守業務及び機器の販売並びにコンピュータ
ソフトウェアの開発販売を行っております。

その他

 

〔事業の系統図〕
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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４【関係会社の状況】

連結子会社

名称 住所 資本金
主要な事業の

内容

議決権
の所有
割合
（％）

関係内容

星和テクノロジー㈱ 京都市下京区 50,000千円 その他 100.0

当社グループにおいてコンピュ

ータ保守及び機器の販売を行っ

ております。なお、当社所有の

建物を賃貸しております。

役員の兼任……２名

㈱デジテック 京都府城陽市 30,000千円 コンポーネント 81.0

当社電子部品の一部を製造して

おります。

役員の兼任……３名

常熟星和電機有限公司 中国常熟市 17,096千元
照明機器

コンポーネント
100.0

当社電子部品の一部を製造して

おります。

金融機関からの借入金に対し、

債務保証を行っております。

役員の兼任……２名

SEIWA ELECTRIC

(VIETNAM)Co.,Ltd.

（注）３

ベトナム

ホーチミン市
4,200千US＄ コンポーネント 100.0

樹脂成形品を製造しております

役員の兼任……２名

常熟星電貿易有限公司 中国常熟市 400千US＄ 照明機器 100.0
部品の調達を行っております。

役員の兼任……２名

（注）１ 「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。

２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

３ 特定子会社に該当しております。
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５【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

平成29年３月31日現在
 

セグメントの名称 従業員数（名）

情報機器 163 （77）

照明機器 197 （67）

コンポーネント 157 （19）

報告セグメント計 517 （163）

その他 17 （1）

全社（共通） 42 （15）

合計 576 （179）

（注）１．従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む）であり、（ ）内は臨時従業員数で年間の平均人員を外数で記載しております。

２．臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(2）提出会社の状況

平成29年３月31日現在
 

従業員数（名） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

460 (173) 41.92 16.5 6,060,774

 

セグメントの名称 従業員数（名）

情報機器 163 （77）

照明機器 182 （68）

コンポーネント 73 （13）

報告セグメント計 418 （158）

その他 － （－）

全社（共通） 42 （15）

合計 460 （173）

（注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む）であり、（ ）

内は臨時従業員数で年間の平均人員を外数で記載しております。

２．臨時従業員には、パートタイマーを含み、派遣社員を除いております。

３．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

４．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものであります。

(3）労働組合の状況

労働組合は星和電機労働組合と称し、昭和52年３月に結成されました。平成29年３月31日現在の組合員数は368名

でＵＡゼンセンに属しております。

なお、労使関係については良好であります。

子会社５社については労働組合は結成されておりません。
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