


ごあいさつ

住環境を重視した

生活の提案が

鍵を握ります。

　株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこ
ととお慶び申し上げます。
　平素は格別のご支援を賜り厚く御礼を申し上げます。
　当中間期におきましては、世界的な金融市場の混乱
による景気の後退が深刻化し、当不動産業界におきま
しても、雇用環境の悪化、個人所得の伸び悩みを背景
に、住宅購入意欲の減退が見られ、新設住宅着工件数
は依然として低迷するなど、厳しい事業環境となって
おります。こうした厳しい環境の中、当社グループは、
「適正価格による販売」、「適正な利益を確保する販売」
に注力し、企業体力の確保と業績向上に邁進してまい
りました。
　第20期中間配当金につきましては、株主の皆様に
対しての利益還元を経営の重要課題の一つとして認識
しており、予定しておりました1,800円を実施させて
いただくこととしました。
　今後も、より確固たる経営基盤の確保に努めながら、
株主の皆様への利益還元を積極的に図ってまいります
ので、一層のご支援のほどよろしくお願い申し上げま
す。

代表取締役社長

Company ' s  bas i c  p r i nc i p l e s

経営方針

　当社グループは、「『住む人本位』の自由設計によ

る快適な住まいを提供する」という経営方針のもと、

お客様に対するコンサルティングを通じて、顧客満

足度の一層の向上を追求しております。

　今後も、顧客満足度の高い住宅を提供する企業グ

ループとしての事業活動を推進しながら、グループ

全体の企業価値をより一層高め、社会へ貢献するこ

とを目指してまいります。
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サンヨーハウジング名古屋の経営戦略 1

サンヨーハウジンググループの事業強化
　当社グループは、「土地付オーダーメイド住宅」を中核として、お客様一人ひとりの多種多様なニーズにお応え
するために、マンション事業や不動産の売買・仲介などの展開を行っております。多様化する住宅ニーズにお応え
しながら、安心してご購入いただき、満足していただける住まいを提供するために、グループ全体での事業基盤の
強化に努めております。

連結経営の更なる強化を図り、グループとしての利益の増加を目指す

サンヨーハウジング名古屋
土地付オーダーメイド住宅の販売

サンヨーベストホーム
戸建住宅・マンションの販売

サンヨーコンサルタント
マンションの販売

巨勢雄
住宅・マンション・不動産の販売

サンヨー土木測量
土地の測量・登記

ジェイテクノ
土木工事・ガス・水道などの住宅設備工事

巨勢工務店
総合建設工事

お客様の住宅ニーズにお応えするグループ企業

住宅提供に関連する事業等を行うグループ企業
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サンヨーハウジング名古屋の経営戦略 2

サンヨーハウジング名古屋の店舗展開について
　当社グループの中核を占めている土地付オーダーメイド住宅の拡大に向け、より多くのお客様に当社の提供する

住宅の内容をお知らせすると同時に、様々な情報に簡単にアクセスしていただけるような新しいタイプの店舗展開

を積極的に行っております。

　平成20年10月には、愛知県岡崎市に全国で16支店目、東海圏で13支店目となる岡崎支店を開設いたしました。

三河地区の営業効率の向上、顧客サービスの向上をすすめることにより、東海圏における営業基盤を強化し、さら

には全国展開への基盤再構築をはかってまいります。

　また、単なる営業拠点ではなく、お客様に気軽にご来店いただき、楽しみながら注文住宅やマンション、仲介情

報などを入手していただけるような新しいタイプの店舗として「サンなご・スタジオ」をショッピングセンター内

に営業所と位置づけ、積極的に展開しています。

　名古屋市名東区ダイエー名古屋東店内の名古屋東営業所、名古屋市港区アピタ港店内の名古屋港営業所、愛知県

春日井市春日井サティ内の春日井営業所に続き、平成21年3月には、愛知県稲沢市のリーフウォーク稲沢に当社4

番目の営業所として稲沢営業所を開設いたしました。

稲沢営業所（リーフウォーク稲沢内）
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サンヨーハウジング名古屋の経営戦略 3

中期経営計画
　当社グループは、平成20年9月から平成23年8月までの3年間にわたる中期経営計画を推進しております。「『住

む人本意』の自由設計による快適な住まいを提供する」という経営方針のもと、コミュニケーションとコンサル

ティングを重視した営業を推進し、お客様に「欲しい家」より「持てる家」の提案をすすめることで、当社グルー

プの中核ビジネスである土地付オーダーメイド住宅の販売を継続的に強化してまいります。

　今期の事業展開としましては、土地付オーダーメイド住宅を安定的、継続的に成長させ、東海圏を深耕し、全国

展開の基盤再構築をすすめてまいります。また、金融商品取引法（日本版SOX法）による内部統制開始の一環とし

て基幹業務システム強化を推進し、業務の効率化を行う一方で、全社的な法令遵守体制をすすめてまいります。

　この中期経営計画では、連結ベースで平成23年8月期には、売上高550億円、経常利益45億円を目標としてお

ります。
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特集  T 3〈ティー・スリー〉工法

高い耐震性能が
家族の安心・安全を
守ります。

工法へのこだわりが、安心の理由。
サンヨーハウジング名古屋の「T3（ティー・スリー）工法」は、耐震等級（T）が、最高評
価（3）相当の、優れた耐震基準工法です。面で支える2×4の強度をさらにアップする
「1.5倍の壁長」をはじめ、幅広金物の使用など、様々なこだわりに裏打ちされた安心
構造です。ハイレベルの安全を、高水準の施工技術で市場に供給しています。

接合部の補強金物
直下型地震に備え、要所要
所には公庫仕様の帯金物
の2倍幅のSW-67を使用。
あわせて補強金物も、当社
独自の規定により、通常の
公庫規定よりも多くの箇所
に使用しています。

キソパッキング工法
木のしなやかさと石の強
さを兼ね備えた新しい人
造石「キソパッキン」を側
根太まわりに採用。基礎の
立ち上がり部分に開口部
を設けないので、一層丈夫
な構造となります。

頑強な基礎コンクリート
建築基準法により直径
9mmの鉄筋を300ｍｍ
間隔以下で設置と定められ
ているベタ基礎には、直径
13mmの鉄筋を150～
250mm間隔で配筋、より
頑丈な基礎となっています。

構造枠組材
住宅の構造上重要な外壁
構造用合板にはJAS規定
1級の材料を使用。また、
根太などの構造用製材も
甲種枠組材の2級を使用
しています。

通気胴縁工法
結露やカビを防ぐため、壁
内部に通気層を設け、湿気
を戸外へ排出することで
自然換気ができる通気胴
縁工法を採用しています。

窓枠防水処理
窓開口の下地に水返し付
き一体成形カバー材「ウェ
ザータイト」を使用するこ
とで、確実な防水対策を施
しています。

ホールダウン＋
アンカーボルト
地震時に土台から柱が抜
けるのを防ぐ「ホールダウ
ン金物」を専用のアンカー
ボルトとあわせて採用。通
常は3階建てに使用する
強度の高い金物を2階建て
にも使用しています。

面で支える
安心工法

▲線ではなく面で支えるから強い。

住宅性能評価

耐震等級
最高評価3相当

★★★

1.5倍の
壁長だから
安心

▲通常の2×4に比べ、1.5倍の壁長だから強い。

T3 安心が見える、
サンヨーハウジング名古屋の高い耐震基準

C o n s t r u c t i o n
耐震等級最高評価

3相当
壁長が建築基準法の1.5倍
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土地付オーダーメイド住宅販売

一歩一歩確実にステップアップ。
理想の住まいを築きます。
住まいづくりのご相談から、融資・設計・コーディネート・工事・入居後のアフターサービスまで、お客様一人ひとりに専属のスタッフが担当
させていただくことで、理想の住まい造りをバックアップ。お客様とのコミュニケーションを重視し、確かな信頼関係を築き上げることを
大切に考えています。

S T E P. 1 土地の準備

一括購入ならではのメリットをご提供
個人で土地を探す手間も解消。地盤強度や日照状況、トータルな
予算も考慮した上で一括購入し、お求めやすい価格を考えて分筆
しています。

S T E P. 2 資金計画の相談・決定

予算に応じた安心のプランニング
お客様の自己資金や月々の返済額に合わせて、無理のない物件をご案
内します。一級建築士と間取りや外観などのプランニングに入ると同
時に、資金計画のアドバイスもさせていただきます。

S T E P. 3 建築プランの立案・決定

設計図面をもとにきめ細かく仕様確認
お客様の夢をかたちにする設計図面が完了した時点で、行政機関への
申請を行います。工事に入る前に仕上げや設備など、コーディネーター
と綿密な打ち合わせを重ねていきます。

S T E P. 4 施工と現場の管理

チェックを重ねて工事施工
強度面や耐久性にすぐれた住まいを築くため、プロによるチェックを重
ね、責任を持って工事を進めていきます。完成までの間、専属の現場担
当者が責任を持って管理します。

S T E P. 5 引き渡しとメンテナンス

入居後のアフターメンテナンスも万全
マイホーム完成、建物引き渡し時には保証書をお渡しいたします。施工
した住まいの図面は当社が保管・管理し、入居後の建物・設備のアフター
メンテナンスも万全の体制で臨みます。
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営業の概況 B u s i n e s s  R e v i e w

平成2 1年2月中間期の経過および成果について
当中間期におきましては、昨年末以降の国際的金融危機とそ

れに伴う国内景気の低迷が長期化しております。住宅業界に

おいても新設住宅着工件数は依然として低迷し、厳しい事業

環境となっています。

このような状況のもと、当社グループは、中核となっている

住宅事業において「地域密着型営業」、「コミュニケーション

とコンサルティングを重視した営業」を基本として、「欲しい

家より持てる家」をコンセプトに快適な住空間の提供に努め、

受注の拡大を図ってまいりました。

しかしながら、引渡棟数はわずかながら前年同期比で減少し、

その結果、当中間期における当社グループの売上高は165億

48百万円、営業利益は6億45百万円、経常利益は6億41百

万円、純利益は3億26百万円となりました。

平成21年8月期の見通し
平成21年8月期の通期連結業績予

想は、連結売上高400億25百万

円、連結経常利益22億14百万円、

連結当期純利益12億12百万円を

見込んでいます。

当社グループの中核を占める土地

付オーダーメイド住宅の拡大を進

めつつ、在庫水準を意識した仕入

活動を進めることにより、健全な

財務状況の維持に努めてまいりま

す。

実績と予想（連結）
売上高 経常利益 中間（当期）純利益

平成20年
2月中間期実績 174億10百万円 10億29百万円 5億91百万円

平成21年
2月中間期実績 165億48百万円 6億41百万円 3億26百万円

平成21年
8月期予想 400億25百万円 22億14百万円 12億12百万円

（注）1．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
2．上記の予想数値は計画時点のものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。
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財務ハイライト F i n a n c i a l  H i g h l i g h t s

売上高 中間 (当期 ) 純利益

経常利益 純資産

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円） （単位：百万円）

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2,000

4,000

6,000

8,000

14,000

10,000

12,000

中間 通期 中間 通期

中間 通期 中間 通期

平成17年8月 平成18年8月 平成19年8月 平成17年8月 平成18年8月 平成19年8月 平成20年8月

平成17年8月 平成18年8月 平成19年8月 平成20年8月 平成17年8月 平成18年8月 平成19年8月
0

13,879 15,231 15,335

30,696

37,414

平成20年8月

17,410

43,281

平成21年8月

16,548

40,025
予想

33,993

600 633

1,479

1,718

591

1,960

平成21年8月

予想

326

1,212

612

1,390

1,069

2,418

1,060

2,775
7,299

6,672

10,380
9,725

2,869

997

3,385

1,029

平成21年8月

予想
2,214

641

平成20年8月

11,651

13,121

平成21年8月

13,011

10,773

11,966

8



中間財務諸表（要旨）

中間連結貸借対照表  （単位：百万円）

科　目 当中間期末
平成21年2月28日現在

前　期　末
平成20年8月31日現在

［ 資産の部 ］
流動資産 30,881 32,117

　現金預金 6,854 9,460

　受取手形・完成工事未収入金等 704 436

　販売用不動産 4,211 5,316

　開発事業等支出金 15,521 14,321

　未成工事支出金 2,584 1,599

　材料貯蔵品 8 8

　その他 1,006 983

　貸倒引当金 △9 △9

固定資産 2,472 2,506

　有形固定資産 1,670 1,676

　無形固定資産 88 86

　投資その他の資産 713 743

　　投資有価証券 158 197

　　その他 562 554
　　貸倒引当金 △7 △7
資産合計 33,353 34,623
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（単位：百万円）

科　目 当中間期末
平成21年2月28日現在

前　期　末
平成20年8月31日現在

［ 負債の部 ］
流動負債 17,658 18,778
　支払手形・工事未払金等 2,095 3,281
　短期借入金 9,141 9,748
　1年内返済予定の長期借入金 1,220 820
　1年内償還予定の社債 334 334
　未払法人税等 380 807
　未成工事受入金 3,268 2,252
　賞与引当金 91 110
　完成工事補償引当金 25 25
　引当金計 116 136
　その他 1,103 1,396
固定負債 2,683 2,723
　社債 499 666
　長期借入金 1,645 1,514
　退職給付引当金 22 24
　役員退職慰労引当金 160 155
　引当金計 183 180
　その他 356 363
負債合計 20,341 21,502
［ 純資産の部 ］
株主資本 13,023 13,128
　資本金 2,481 2,481
　資本剰余金 1,647 1,647
　利益剰余金 9,176 9,104
　自己株式 △283 △106
評価・換算差額等 △11 △6
　その他有価証券評価差額金 △11 △6
純資産合計 13,011 13,121
負債純資産合計 33,353 34,623

中間連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科　目
当中間期

平成20年9月 1 日から
平成21年2月28日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,873
投資活動によるキャッシュ・フロー △58
財務活動によるキャッシュ・フロー △675
現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △2,607
現金及び現金同等物の期首残高 8,257
現金及び現金同等物の中間期末残高 5,650
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（ご参考）中間連結キャッシュ・フロー計算書  （単位：百万円）

科　目
前中間期

平成19年9月 1 日から
平成20年2月29日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,271
投資活動によるキャッシュ・フロー 123
財務活動によるキャッシュ・フロー △54
現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △1,202
現金及び現金同等物の期首残高 6,816
現金及び現金同等物の中間期末残高 5,614
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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F i n a n c i a l  S t a t e m e n t s

中間連結損益計算書 （単位：百万円）

科　目
当中間期

平成20年9月 1 日から
平成21年2月28日まで

売上高 16,548
売上原価 13,765
売上総利益 2,783
販売費及び一般管理費 2,138
営業利益 645
営業外収益 122
営業外費用 126
経常利益 641
特別利益 6
特別損失 35
税金等調整前中間純利益 612
法人税等 285
中間純利益 326
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

中間単体損益計算書  （単位：百万円）

科　目
当中間期

平成20年9月 1 日から
平成21年2月28日まで

売上高 13,202
売上原価 10,910
　売上総利益 2,292
販売費及び一般管理費 1,598
　営業利益 693
営業外収益 133
営業外費用 101
　経常利益 726
特別利益 0
特別損失 20
税引前中間純利益 707
税金費用 307
中間純利益 399
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（ご参考）中間連結損益計算書 （単位：百万円）

科　目
前中間期

平成19年9月 1 日から
平成20年2月29日まで

売上高 17,410
売上原価 14,265
売上総利益 3,144
販売費及び一般管理費 2,198
営業利益 945
営業外収益 219
営業外費用 136
経常利益 1,029
特別利益 27
特別損失 13
税金等調整前中間純利益 1,043
法人税、住民税及び事業税 591
法人税等調整額 △139
中間純利益 591
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

（ご参考）中間単体損益計算書  （単位：百万円）

科　目
前中間期

平成19年9月 1 日から
平成20年2月29日まで

売上高 15,090
売上原価 12,386
　売上総利益 2,703
販売費及び一般管理費 1,583
　営業利益 1,120
営業外収益 175
営業外費用 96
　経常利益 1,199
特別利益 －
特別損失 2
税引前中間純利益 1,197
法人税、住民税及び事業税 503
法人税等調整額 △1
中間純利益 694
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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平成元年 株式会社 サンヨーハウジング名古屋設立

平成4年 サンヨーコンサルタント㈱設立
春日井支店開設

平成7年 名古屋南支店開設

平成9年 名古屋東支店開設

平成10年 岐阜支店開設

平成11年 サンヨー土木測量㈱設立名古屋市瑞穂区妙音通に本社移転

平成12年 名古屋西支店開設

平成13年 四日市支店開設

平成14年
浜松支店開設、豊橋支店開設
東証・名証 第2部に株式同時上場
建設本部第2ビル竣工

平成15年

サンヨーベストホーム㈱を子会社化
㈱巨勢工務店・巨勢雄㈱を子会社化
西宮支店開設、吹田支店開設
名古屋北支店開設

平成16年 東証・名証 第１部に指定八王子支店開設

平成17年 刈谷支店開設、東海支店開設

平成18年
神戸支店開設
名古屋東営業所開設、栄支店開設
立川支店開設

平成19年

姫路支店開設
名古屋港営業所開設
ジェイテクノ㈱設立
　安藤技建㈱より事業を承継

平成20年
四日市支店移転
春日井営業所開設
岡崎支店開設

平成21年 稲沢営業所開設

営業拠点 （平成21年3月28日現在） G r o u p  N e t w o r k 沿革 H i s t o r y

サンヨーハウジング名古屋

サンヨーハウジンググループ

本社＆本店 名古屋市瑞穂区妙音通三丁目31番地の1 TEL. 052-859-0034
栄支店 名古屋市東区泉一丁目13番31号 TEL. 052-955-1734
名古屋北支店 名古屋市西区五才美町3番地 TEL. 052-509-4134
名古屋東支店 名古屋市名東区本郷二丁目182番地　スカイアークビル1階 TEL. 052-760-0834
名古屋西支店 愛知県一宮市赤見三丁目3番1号 TEL. 0586-26-1534
豊田支店 愛知県豊田市小坂本町一丁目5番地3　朝日生命新豊田ビル1階 TEL. 0565-32-8228
刈谷支店 愛知県刈谷市大手町二丁目15番地  CENTERHILL OTE21 1階 TEL. 0566-62-8434
岡崎支店 愛知県岡崎市法性寺町字猿待17番地3 TEL. 0564-72-3415
東海支店 愛知県東海市富木島町前田面5番地　東海シティホテル1階 TEL. 052-689-3534
豊橋支店 愛知県豊橋市大手町92番地　あいおい損保・豊橋ビル1階 TEL. 0532-51-5634
四日市支店 三重県四日市市石塚町五丁目1番地 TEL. 059-350-3734
岐阜支店 岐阜県岐阜市宇佐三丁目17番16号 TEL. 058-268-6534
浜松支店 浜松市中区常盤町145番地の1　浜松MHビル1階 TEL. 053-413-3434
吹田支店 大阪府吹田市豊津町1番21号　エサカ中央ビル1階 TEL. 06-6337-1134
神戸支店 神戸市中央区東川崎町一丁目2番2号　ハウジング・デザイン・センター（HDC）神戸4階 TEL. 078-361-7334
姫路支店 兵庫県姫路市豊沢町140番地　新姫路ビル6階 TEL. 079-287-3477
名古屋港営業所 名古屋市港区当知二丁目1501番地　アピタ港店2階 TEL. 052-384-4534
名古屋東営業所 名古屋市名東区猪子石原二丁目1701番地　ダイエー名古屋東店1階 TEL. 052-760-5034
春日井営業所 愛知県春日井市柏井町四丁目17番地　春日井サティ3階 TEL. 0568-87-7534

稲沢営業所 愛知県稲沢市稲沢中島都市計画事業尾張南部都市拠点地区
土地区画整理事業13街区2-2、3画地　リーフウォーク稲沢1階 TEL. 0587-32-0034

建設部 愛知県愛知郡長久手町久保山812番地 TEL. 0561-64-0717
資材部 愛知県愛知郡長久手町久保山812番地 TEL. 0561-64-3734

サンヨーコンサルタント株式会社 名古屋市千種区今池南11番13号 TEL. 052-735-5834
サンヨー土木測量株式会社 名古屋市千種区今池南11番13号 TEL. 052-735-6543
サンヨーベストホーム株式会社 名古屋市熱田区白鳥二丁目10番1号 TEL. 052-678-7034
株式会社巨勢工務店 兵庫県西宮市生瀬町一丁目22番12号 TEL. 0797-84-2621
巨勢雄株式会社 兵庫県宝塚市光明町26番28号 TEL. 0797-71-2603
ジェイテクノ株式会社 名古屋市天白区井の森町163番地 TEL. 052-899-3088
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会社概要

（平成21年2月28日現在）

（平成21年2月28日現在）

C o r p o r a t e  D a t a

社　　名
本　　社

設　　立
資本金
従業員数
事業内容

株式会社サンヨーハウジング名古屋
〒467-0842
名古屋市瑞穂区妙音通三丁目31番地の1
TEL：052-859-0034（代表）
平成元年11月16日
2,481百万円
503名（グループ会社含む）
■住宅事業
　土地付オーダーメイド住宅・戸建住宅・マンションの施工・販売
■一般請負工事事業
■その他不動産仲介、土地の測量事業など

役　　員 代表取締役社長
専務取締役
取締役
取締役
取締役
常勤監査役
監査役
監査役

宮﨑 宗市
沢田 正子
水谷 彰秀
沢田 康成
水野 久雄
池田 拓夫
楠田 堯爾
森　 宏之
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株式の概況 （平成21年2月28日現在）

株式の状況

発行可能株式総数────────────────────  250,000株

発行済株式の総数────────────────────  116,372株

株主数──────────────────────────  11,811名

株価・出来高の推移

0

80,000

120,000

160,000
株価（円）

出来高（株）

株  価

出来高

0

1,000

2,000

3,000

平成20年 平成21年
8月 9月10月11月12月1月 2月2月 3月 4月 5月 6月 7月

地域別分布状況

中部地方
関東地方
近畿地方
中国地方
九州地方
四国地方
東北地方
北海道
その他

34.02％
33.74％
19.78％
3.62％
3.44％
2.15％
1.69％
1.28％
0.22％

株主数

分布状況
所有者別分布状況

個人・その他
その他の国内法人
金融機関
外国法人等
証券会社

98.41％
0.94％
0.26％
0.22％
0.13％

株主数

（自己株式4,012株を含む）

大株主（上位1 0名）
株　主　名 持株数（株）

宮﨑宗市 41,264

資産管理サービス信託銀行株式会社 6,447

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 5,047

株式会社サンヨーハウジング名古屋 4,012

株式会社三菱東京UFJ銀行 1,920

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 1,792

株式会社十六銀行 1,600

朝日火災海上保険株式会社 1,200

サンヨーハウジング名古屋従業員持株会 1,077

半田信用金庫 1,000
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S t o c k  I n f o r m a t i o n

株主メモ

株主優待

事業年度
定時株主総会
基準日

売買単位
株主名簿管理人

同事務取扱場所

郵便物送付先

電話照会先

公告方法

株主の皆様の利便性を考慮し、「QUOカード」を
年2回進呈させていただきます。
「QUOカード」は、全国のコンビニ・ファミリーレ
ストラン・ガソリンスタンド等で広くお使いいただ
けるプリペイドカードです。株主優待は2月末日、
8月31日の基準日の最終株主名簿（実質株主名簿
を含む）に記載または
記録された1株以上
保有の株主の皆様を
対象とさせていただ
きます。

毎年9月1日から翌年8月31日まで
11月
定時株主総会の議決権 8月31日
期末配当 8月31日
中間配当 2月末日
1株
東京都港区芝三丁目33番１号
中央三井信託銀行株式会社
〒460-8685　名古屋市中区栄三丁目15番33号
中央三井信託銀行株式会社　名古屋支店証券代行部
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-78-2031（フリーダイヤル）　土・日・祝日を除いて9：00～17：00
取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各支店ならびに日本証券代行株式会社の本店および全
国各支店で行っております。
電子公告　当社ホームページに掲載
（ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告によることができないときは、日本経済新聞に掲載する。）

（2008年3月）

1株～4株　1,000円分　　5株以上　3,000円分

・住所変更のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。
・未払配当金の支払について
株主名簿管理人である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。
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名古屋市瑞穂区妙音通三丁目31番地の1
●TEL. 052-859-0034　●http://www.sanyo-hn.co.jp/

配当金領収証で配当金をお受取の株主様へ

　租税特別措置法の平成20年改正（平成20年4月30日法律第23号）により、平成21
年1月以降にお支払いする上場株式の配当等について株主様あてに配当金額や源泉徴収税
額等を記載した「支払通知書」を送付することが義務づけられました。
　平成21年中に支払った配当金に係る「支払通知書」は、本年末または来年初に株主様
に送付させていただきます。
　なお、「支払通知書」は、確定申告を行う際その添付資料としてご使用いただくことが
できます。

株主様のご住所・お名前に使用する文字に関してのご案内

　株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管振替機構
（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その全部または一
部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登録いたしておりま
す。
　このため、株主様にご送付する通知物の宛先が、ほふりが指定した文字に置換えられる
場合がありますのでご了承ください。
　なお、株主様のご住所・お名前として登録されている文字については、お取引の証券会
社等（特別口座の場合は特別口座の口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社）にお
問い合わせください。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 350
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /ExportLayers /ExportVisiblePrintableLayers
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug true
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


