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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101期（2018年４月１日から2019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あげます。
■■ 当期の概況について
　当社グループは、主力製品の拡販に注力するとともに、特長ある技術
を活かした新製品の開発、新規顧客の開拓を推進してまいりました。生
産体制の面では、中期経営計画の事業方針に基づき今後の生産拡大に向
けて、国内及び海外生産拠点の設備投資を積極的に行い、生産体制の増
強を図ってまいりました。また、高付加価値製品の拡充、原価低減、棚
卸資産の削減を推進すること等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、一部の線材加工品
の受注減少や電線ケーブルの価格低下等の影響により、前期比１億３千
８百万円減少の187億８千６百万円となりました。
　営業利益は、前期に発生したインドネシア子会社の火災による原価上昇は改善しましたが、受注減少や製
品価格の低下による影響に加え、人件費の増加、フィリピン子会社の新工場立ち上げ遅れによる外注費や購
入材料のコスト増加等により、前期比５億２百万円減少し、21億１千３百万円となりました。
　経常利益は、前期は為替差損が８千５百万円発生しましたが、当期は２千９百万円の為替差益であったこ
と等により、前期比３億９千５百万円減少の21億７千６百万円となりました。
　親会社株主に帰属する当期純利益は、遊休地の売却により固定資産売却益を７千９百万円特別利益に計上
したこと、前期はインドネシア子会社の火災による特別利益と特別損失の収支差による損益悪化要因があり
ましたが当期はそれが無いこと、法人税等合計額が５千６百万円減少したこと等により、前期比１億４千３
百万円減少し、18億５千１百万円となりました。
　当社単独の業績につきましては、売上高は、前期比６百万円増加し87億６千７百万円となりました。損益
面におきましては、営業利益は、前期比３億３百万円減少し15億８千万円となりました。また、経常利益は、
前期比１億１千８百万円減少し17億４千８百万円となり、当期純利益は、前期比２千９百万円減少し16億
９千３百万円となりました。
　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30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30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。
■■ 今後の課題について
　当社グループは事業構造改革による企業体質の変革を経て、将来に向け更に収益力強化に努めるとともに
「永続的に成長する企業への変革を実現し、すべてのステークホルダーに貢献する企業」の実現を目指してま
いります。
　この基本的な考え方のもと、「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。」
を事業方針とし、成長し続ける企業の実現に向けて、経営諸施策に取り組んでまいります。

株主の皆様へ

取締役社長　鈴木　義博
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　既存の主要製品については、更なる拡販、新規市場の開拓等に努めるとともに今後の需要増に対応するた
め生産体制の強化を図り、事業環境の変化にも造り負けしない生産体制の構築に取り組んでまいります。ま
た高品質製品の提供を継続し顧客ニーズに対応してまいります。更に、次期事業の創出に向けて、当社の固
有技術、特殊技術を活かした新製品開発の推進、新規顧客開拓に注力し、成長軌道への推進力を強めてまい
ります。
　製品分野別には、電線製品においては、当社が得意とする高周波・高速伝送技術を活かした高性能同軸
ケーブルなど独自製品を、半導体検査装置、USB3.1規格の情報機器等の市場向けに売上拡大を図ってまい
ります。
　ヒータ製品においては、自動車向けシート用ヒータ線を主力製品として、その技術・品質面での強みを活
かし、また顧客ニーズに対応し得るよう国内及び海外の生産体制を整備して、更なる売上拡大と収益向上に
取り組んでまいります。
　デバイス製品においては、コンタクトプローブ生産ラインの自動化を推進し、生産性向上と細径化の顧客
ニーズに応えることで新市場の開拓、売上拡大を目指すとともに、その他の線材加工品及びケーブル加工品
を中心に、当社が長年培った材料技術、巻線技術、微細加工技術等を活かした製品開発を推進してまいります。
　海外に関しては、フレキシブルフラットケーブルを製造販売するインドネシア子会社が、2017年に他社
工場の火災の影響で類焼したため、事業復旧・再構築策として、当連結会計年度において同事業を行うフィ
リピン子会社に新工場を増設し、一部工程を集約・増強いたしましたが、生産力強化を図りフレキシブルフ
ラットケーブルの事業基盤を強固なものにしてまいります。
　今後の経済情勢につきましては、米中を中心とした通商問題など多くのリスク要因を抱え、経済への波及
が懸念されており、当社グループを取り巻く事業環境は不透明感が依然続いており先行き予断を許しません。
このような状況下で、当社の特長ある技術を活かした製品開発を追求し、中期経営計画の事業方針に基づき
グループ全体で一丸となって収益力を高め、企業価値の向上につなげてまいる所存であります。
　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あげます。
 

2019年6月

株主の皆様へ

連結決算ハイライト
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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とおりです。

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　117億９千９百万円
　自動車向けシート用ヒータ線は増加しましたが、パソコンの電源トランスに使用される三層絶縁電線は微減となり
ました。また、鉄道向け信号ケーブル、スマートフォン向けインダクタに使用するリボン線が減少しました。この結
果、前期比４千３百万円（－0.4%）の減収となりました。

（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１億３千８百万円あります。

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　68億４千７百万円
　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増加しましたが、スマートフォン
のカメラモジュールの手振れ補正用のサスペンションワイヤ、テレビ向けのフレキシブルフラットケーブルが減少し
ました。この結果、前期比７千４百万円（－1.1%）の減収となりました。

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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トピックス
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ホームページをリニューアルいたしました。

　当社は、2018年10月1日にホームページをリニューアルいた
しました。IR情報や製品情報などをさらに充実させ、デザイン・
コンテンツを刷新し、大幅にグレードアップいたしました。
　当社をよりご理解いただくためにも、是非ご覧ください。

　東京特殊電線株式会社のホームページアドレスは以下のとおりです。
　https://www.totoku.co.jp/

マイクロウェーブ展2018へ出展

　当社は、2018年11月28日から30日までの3日間開催されたマイクロウェーブ展2018に2017年度
に引き続いて参加をいたしました。
　当社は、展示会にてマイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ、高性能同軸ケーブル（RUOTA）
＆アセンブリ、高周波測定用コンタクトプローブ、狭ピッチ多極同軸ケーブルアセンブリ等の製品を
出展いたしました。
　出展いたしました製品は、高周波、高速伝送、長距離通信に優れた、細径軽量で柔軟なケーブルで、
温度位相、安定した特性インピーダンス、サックアウトフリー、極小SKEWなど厳しい特性が要求さ
れる半導体テスタ、次世代映像インターフェース、5G機器、
Virtual  Reality機器や自動車への用途に使用されており、さ
らにミリ波レーダ検査用等の用途にも適しております。
　出展期間中は多くの方々にご来訪いただきました。展示会
をきっかけとしたお問合せも増えており、製品に興味をもっ
ていただく大変良い機会となりました。
「RUOTA」は当社の登録商標です。



連結財務諸表（要旨）

▌連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
2019年3月31日現在

前　期
2018年3月31日現在

（資産の部） 21,984 20,928

流動資産 13,292 12,725 

固定資産 8,691 8,202 

　有形固定資産 5,839 5,594

　無形固定資産 53 66

　投資その他の資産 2,797 2,542 

資産合計 21,984 20,928

（負債の部） 8,703 9,011

流動負債 4,659 4,999

固定負債 4,044 4,012

（純資産の部） 13,280 11,916

株主資本 12,659 11,043

その他の包括利益累計額 △77 29

非支配株主持分 698 842

負債・純資産合計 21,984 20,928

▌連結損益計算書 （単位：百万円）

科目
当　期

2018年4月  1日から
2019年3月31日まで

前　期
2017年4月  1日から
2018年3月31日まで

売上高 18,786 18,924

売上原価 14,305 14,050

　売上総利益 4,480 4,873

販売費及び一般管理費 2,366 2,258

　営業利益 2,113 2,615

営業外収益 138 116

営業外費用 75 159

　経常利益 2,176 2,571

特別利益 110 315

特別損失 49 409

　税金等調整前当期純利益 2,238 2,478

　法人税、住民税及び事業税 485 556

　法人税等調整額 △194 △209

　当期純利益 1,946 2,131

　非支配株主に帰属する当期純利益 94 137

　親会社株主に帰属する当期純利益 1,851 1,994

▌連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目
当　期

2018年4月  1日から
2019年3月31日まで

前　期
2017年4月  1日から
2018年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,927 2,790

投資活動によるキャッシュ・フロー △934 △713

財務活動によるキャッシュ・フロー △360 △821

現金及び現金同等物に係る換算差額 △65 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 939 971

現金及び現金同等物の期首残高 6,660 5,688

現金及び現金同等物の期末残高 7,599 6,660
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会社の概況

株式の状況（2019年３月31日現在）

証券会社
30,038株
0.4％

その他の法人
4,049,956株
59.7％

個人その他
1,219,895株

17.9％

外国法人等
408,463株

6.0％

金融機関
1,087,282株

16.0％

▌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   ………………………………………………………8,105名

▌会社概要
商号 東京特殊電線株式会社

TOTOKU ELECTRIC CO., LTD.
設立 1940年11月22日
資本金 1,925,000,009円
従業員 単体 260名　　連結 867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（2019年６月27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 石　井　　裕　久
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 56.50％

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/
JASDEC/FIM/LUXEMBOURG FUNDS/UCITS ASSETS 325,000 4.77

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 280,200 4.12

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

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 107,200 1.57

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 59,300 0.87

住友生命保険相互会社 55,400 0.81

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5) 49,800 0.73

朝日生命保険相互会社 47,200 0.69

（注）持株比率は自己株式（13,154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
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
 0120-288-324

単 元 株 式 数 100株
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。

特別口座について
特別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、特別口座のままで
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、
特別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。

株式等に関するマイナンバーお届けのご案内
株式等の税務関係の手続に関し、市区町村から通知されたマイナンバーのお届けが必
要です。このため、株主さまからお取引のある証券会社等へマイナンバーをお届出く
ださい。
【マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先】
証券口座にて株式を管理されている株主さま･･･ お取引のある証券会社等までお問合せ

ください。
証券会社とのお取引がない株主さま･･･ みずほ信託銀行証券代行部 

 0120-84-0178
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 https://www.totoku.co.jp/

株主メモ


