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　株主の皆様におかれましては、平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。
　ここに当期第100期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）の事業報告書

「TOTOKU REPORT」をお届けし、営業の概況と決算の状況につきましてご報告申し上
げます。
■■ 当期の概況について
　当社グループは、中期経営計画の事業方針に基づき主力製品の拡販を行うとともに、特
長ある技術力を活かした新製品の開発、新規顧客の開拓、生産体制の構築に経営資源を投
入し、売上拡大に注力してまいりました。また、損益重視の重点施策として、品質、コス
ト、納期の追求、並びに原価低減、棚卸資産の削減を推進することにより収益力の向上に
努め、企業体質の強化を図ってまいりました。
　当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、国内、並びに海外子会社の受注量増
加により、前期比26億５千万円増加し189億２千４百万円となりました。
　営業利益は、インドネシア子会社の工場火災の影響がありましたが、線材加工品等の高
付加価値製品の拡販、並びに生産性向上及び原価低減活動を積極的に推進したことにより、前期比５億９千５百万円増加し26
億１千５百万円となりました。
　経常利益は、持分法による投資利益４千２百万円の減少、並びに為替差損８千５百万円がありましたが、営業利益の増加に
より前期比４億８千１百万円増加し25億７千１百万円となりました。
　親会社株主に帰属する当期純利益は、インドネシア子会社の工場火災に係る保険金収入３億１千４百万円を特別利益に計上
しましたが、同被害に係る災害による損失３億７千４百万円を特別損失に計上しており、また、法人税等調整額は前連結会計
年度において10億７千４百万円の利益計上でしたが当連結会計年度は２億９百万円の利益計上に留まったことから、前期比２
億５千７百万円減少し19億９千４百万円となりました。
　当社単独の業績につきましては、売上高は、前期比10億４千９百万円増加し87億６千１百万円となりました。損益面におき
ましては、営業利益は、前期比５億６千３百万円増加し18億８千３百万円となりました。また、経常利益は、前期比５億２千
９百万円増加し18億６千７百万円となり、当期純利益は、前期比10億２千５百万円減少し17億２千２百万円となりました。
　期末配当につきましては、最近の業績や今後の見通しを勘案し、株主の皆様のご支援にお応えするため、１株につき40円と
させていただきたいと存じます。なお、中間配当金として１株につき20円をお支払しておりますので、年間配当は１株につき
60円となります。
　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご理解を賜りますようお願い申し上げます。

　平成30年６月

株主の皆様へ

取締役社長　鈴木　義博
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　当社グループは、「電線・デバイス事業」の単一セグメントでありますが、主要製品の状況は以下の通りです。

主要製品の売上状況

電線・ヒータ分野
三層絶縁電線 ヒータ線高性能同軸ケーブル ヒータ加工品

　売上高　118億４千３百万円
　鉄道ケーブルは減少しましたが、自動車向けシート用ヒータ線、パソコンや産業機器、ゲーム機等の電源トランス
に使用される三層絶縁電線は堅調で、メガトルクモータ、スマートフォン用インダクターに使用されるリボン線が好
調に推移しました。この結果、前期比10億８千４百万円（＋10.1％）の増収となりました。

（注）上記の他に、電線・ヒータ分野、デバイス分野に集計されない売上高が１億５千８百万円あります。

デバイス分野
サスペンションワイヤ コンタクトプローブ

　売上高　69億２千３百万円
　スマートフォン等の基板導通検査冶具に使用されるコンタクトプローブの売上が伸長し、スマートフォンのカメラ
モジュールに使用される手振れ補正用のサスペンションワイヤ、並びにプリンターに使用されるフレキシブルフラッ
トケーブル、マイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ等、全般的に好調に推移しました。この結果、前期比15
億４千９百万円（＋28.8％）の増収となりました。

極細合金線マイクロウェーブ用
同軸ケーブル
アセンブリ
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中期経営計画

経営理念
私たちは、技術を結集して世界の先駆けとなり、ナンバーワン・オンリーワンを追求した
製品開発により、世界で必要とされる企業を目指します。

TOTOKUビジョン
TOTOKUだからできる“特殊”にこだわり常に顧客の期待を超える開発提案型企業を
実現する。

事業方針
高速、高周波、省エネ、省スペースを切り口に、ニッチ市場を切り拓く。

・高速・高周波技術を活かした高性能同軸ケーブルを情報通信・産業機器市場に展開する。
・めっき技術を活かした新製品で、新規市場に進出する。
・シート用ヒータ線をさらに拡販する。
・ヒータ応用製品を新規市場に展開する。
・微細加工の特殊技術を活かした特長ある製品を拡販する。

損益目標
（億円・%）

2017
実 績

2018
計 画

2020
計 画

2017
比

連 結 売 上 高 189 185 210 ＋21

連 結 営 業 利 益 26 23 30 ＋4

連結営業利益率 13.8% 12.4% 14.3% ＋0.5

2020年度の連結売
上高は210億円、連
結営業利益は30億
円を目指します。

中期経営計画の詳細は、当社ホームページ（https://www.totoku.co.jp/）「ＩＲ情報」の「お知らせ」に掲載しておりますので、そちら
をご高覧ください。
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トピックス
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　当社はテレビ用内部配線材として長年各種の映像伝送ケーブルを開発、生産してきました。近年で
はテレビの高画質化、薄型化に対応し、4K映像信号伝送性能に優れ、狭いスペースにも配線可能なフ
レキシブルフラットケーブルを生産しておりますが、テレビの更なる高画質化に対応するため、8K映
像向け次世代高速インターフェース「V-by-One® US」仕様に準拠したフレキシブルフラットケーブ
ル「LEAFCONN H」（リーフコン エイチ）を昨年度開発いたしました。
2020年東京オリンピック、2022年北京での冬季オリンピックに向け
て、より高画質な8K映像技術の需要は急速に高まることが予測されて
おり、お客様のニーズにお応えするため今年度より「LEAFCONN H」
のサンプル出荷を開始いたします。

「LEAFCONN」は、当社の登録商標です。
「V-by-One® US」は、ザインエレクトロニクス株式会社の登録商標です。 『LEAFCONN H』

8K映像向け次世代高速インターフェース規格に準拠した 
フレキシブルフラットケーブルを開発

株主優待制度を導入

　当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、中長期的
に当社株式を保有して頂くことを目的として、株主優待制度を導入いたしました。
　平成30年より、基準日（毎年３月31日）現在の当社株主名簿
に記載された１単元（100株）以上を保有する株主様を対象と
して、当社オリジナルデザインのQUOカード3,000円分を贈呈
いたします。
　なお、平成31年以降は、基準日において当社株式を１年以上
継続保有されている株主様にはQUOカード5,000円分を贈呈い
たします。



連結財務諸表（要旨）

▌連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成30年3月31日現在

前　期
平成29年3月31日現在

（資産の部） 20,928 18,778

流動資産 13,052 11,546

固定資産 7,875 7,232

　有形固定資産 5,594 5,432

　無形固定資産 66 36

　投資その他の資産 2,214 1,763

資産合計 20,928 18,778

（負債の部） 9,011 9,154

流動負債 4,999 5,803

固定負債 4,012 3,350

（純資産の部） 11,916 9,624

株主資本 11,043 9,375

その他の包括利益累計額 29 △638

非支配株主持分 842 886

負債・純資産合計 20,928 18,778

▌連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
当　期

平成29年4月  1日から
平成30年3月31日まで

前　期
平成28年4月  1日から
平成29年3月31日まで

売上高 18,924 16,273

売上原価 14,050 11,967

　売上総利益 4,873 4,305

販売費及び一般管理費 2,258 2,286

　営業利益 2,615 2,019

営業外収益 116 145

営業外費用 159 74

　経常利益 2,571 2,089

特別利益 315 29

特別損失 409 335

　税金等調整前当期純利益 2,478 1,783

　法人税、住民税及び事業税 556 483

　法人税等調整額 △209 △1,074

　当期純利益 2,131 2,374

　非支配株主に帰属する当期純利益 137 122

　親会社株主に帰属する当期純利益 1,994 2,252

▌連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目
当　期

平成29年4月  1日から
平成30年3月31日まで

前　期
平成28年4月  1日から
平成29年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,509 2,202

投資活動によるキャッシュ・フロー △713 227

財務活動によるキャッシュ・フロー △821 △768

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2 △78

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 971 1,583

現金及び現金同等物の期首残高 5,688 4,105

現金及び現金同等物の期末残高 6,660 5,688
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会社の概況

株式の状況（平成30年３月31日現在）

証券会社
74,606株
1.1％

その他の法人
4,047,451株
59.6％

個人その他
736,478株
10.8％

外国法人等
710,861株
10.5％

金融機関
1,226,382株

18.0％

▌株式の状況
発行可能株式総数  ………………………………… 27,200,000株
発行済株式総数  …………………………………… 6,808,788株
株主数  ……………………………………………………… 3,601名

▌会社概要
商号 東京特殊電線株式会社

TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.
設立 昭和15年11月22日
資本金 1,925,000,009円
従業員 単体 223名　　連結 1,049名
本社 東京都港区西新橋三丁目8番3号

〒105-0003
電話　03-5860-2121

▌主要営業品目
情報・通信ケーブル、メッキ線、極細合金線、ヒータ線、
ヒータ加工品、同軸ケーブル、コンタクトプローブ、
サスペンションワイヤ、精密コイル

▌役員の状況（平成30年６月28日現在）

取締役社長 鈴　木　　義　博
取　締　役 小　林　　　　達
取　締　役 朝　日　　秀　彦
取　締　役 柳　　　　登志夫
取　締　役（執行役員） 国　安　　哲　史
取　締　役（執行役員） 小宮山　　秀　俊
取　締　役（執行役員） 北　澤　　登与吉
取　締　役（執行役員） 大　谷　　浩　一
監　査　役（常勤） 神　代　　博　之
監　査　役（常勤） 岡　部　　宗　也
監　査　役 浅　海　　聖　彦
監　査　役 増　戸　　清　隆

▌大株主
株主名 持株数 持株比率

古河電気工業株式会社 3,847,248株 56.61％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 362,800 5.34

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS 310,000 4.56

株式会社みずほ銀行 201,482 2.96

株式会社りそな銀行 149,700 2.20

MSIP CLIENT SECURITIES 99,400 1.46

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 95,800 1.41

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 92,400 1.36

桜井　昭一 60,800 0.89

住友生命保険相互会社 55,400 0.82

（注）持株比率は自己株式（13,010株）を控除して計算しております。

▌所有者別株式分布状況
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事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 毎年6月
基 準 日 定時株主総会　3月31日

期末配当金　　3月31日
中間配当金　　9月30日

株 主 名 簿 管 理 人 及 び
特定口座の口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

同 事 務 取 扱 場 所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

郵 便 物 送 付 先 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-288-324（フリーダイヤル）

単 元 株 式 数 100株
公 告 の 方 法 電子公告の方法により行います。ただし、電子公告によることが

できない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済
新聞に掲載して行います。
公告掲載URL　http://www.totoku.co.jp/ir/

株 式 に 関 す る 届 出
及びご照会について

住所変更、配当金振込先指定等の事務手続きについては、口座の
ある証券会社等にお問合せください。
特別口座に関する照会、または未払配当金の支払、支払明細の発
行については上記みずほ信託銀行株式会社へお問合せください。

特定口座について
特定口座において管理される株式は、単元未満株式の買取を除き、特定口座のままで
は株式を売却することはできませんので、必ず証券会社に一般口座をご開設のうえ、
特定口座から一般口座に振替申請していただくようお願いいたします。
なお、振替申請等具体的な手続につきましては、みずほ信託銀行株式会社にお問合せ
ください。

お問合せ先
東京特殊電線株式会社
〒105-0003　東京都港区西新橋三丁目８番３号
TEL 03-5860-2121
URL http://www.totoku.co.jp/

株主メモ


