
株主の皆様へ
　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お
礼申しあげます。
　本年3月の東日本大震災により、被災されました株主の皆様には
心からお見舞い申しあげます。
　ここに当社第93期（平成22年4月1日から平成23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
　当連結会計年度におけるわが国経済は、前半は中国等アジアの景
気拡大基調に伴い輸出や生産が増加するとともに政府の経済政策の
効果等により企業収益は改善し個人消費も持ち直すなど景気は緩や
かながら回復傾向となりました。しかしながら、米国や欧州の景気
停滞、円高・デフレといった景気の下押し懸念が継続し、後半は景
気回復の足踏み状態が続く中、3月11日に発生した東日本大震災に
より景気の先行きに大きな懸念を残す状況となりました。
　このような経営環境の中、当社グループは業績回復のため、前連
結会計年度に事業譲渡した巻線事業を行っていた国内子会社の清算
や一部営業所の集約等の合理化、並びに需要増に対応した増産投資
及びコストダウンに向けた投資を国内事業所及びタイの子会社にお
いて行うなど、各事業においてお客様の要求にお応えしうる製品の
生産体制の拡充、品質向上及び原価低減に取り組み、売上拡大と損
益改善に努めてまいりました。
　しかしながら、当社グループの主な需要先である情報通信産業、
エレクトロニクス産業及び自動車産業においては、前半までは景気
回復に伴い需要は増加傾向にありましたが、後半に入ってからは特
にエレクトロニクス産業向け製品の受注が大幅に減少し、またデフ
レによる低価格化の影響も受けたことから収益は悪化し、前連結会
計年度において巻線事業を譲渡したことにより同事業で計上してい
た損失は解消したものの前連結会計年度と比較して利益面では悪化
を余儀なくされました。
　当連結会計年度の業績につきましては、売上高は巻線事業を譲渡
した影響と第3四半期以降の受注減少並びに低価格化、円高の進行
により前期比11.8％減の330億6千2百万円となりました。営業損益
は売上高の減少が大きく影響し、前期比5億5千1百万円悪化して4
億6千9百万円の営業損失となりました。経常損益におきましても、
台湾の持分法適用関連会社の業績好転により、持分法による投資利
益8千2百万円を営業外収益として計上しましたが、円高の進行によ
る為替差損2億9千9百万円等により、前期比5億3千1百万円悪化し
て9億1千7百万円の経常損失となりました。また、前期において早
期退職優遇制による退職特別加算金等の事業構造改革費用13億9千
9百万円、減損損失7億3千5百万円等、特別損失を21億9千1百万円
計上しましたが、当連結会計年度において特別損失の計上は2億4千
8百万円でした。この結果、当期純損益は前期比10億5百万円好転
しましたが、12億4百万円の当期純損失となりました。
　当社単独の業績につきましては、売上高は前期比21.7％減の238
億8千5百万円となりました。損益面におきましては、営業損益は前
期比3億7百万円悪化して2億4千7百万円の営業損失となりました。
また、経常損益は前期比4億1千2百万円悪化して6億6千万円の経常
損失となり、当期純損益は前期比1億7千5百万円好転しましたが、
16億7千3百万円の当期純損失となりました。
　期末配当につきましては、当期において連結業績、個別業績とも
に当期純損失となったことから、誠に遺憾ながら、無配とさせてい
ただきます。株主の皆様には深くお詫び申しあげるとともに、全社
一丸となって業績回復に努める所存でございますので、引き続きご
支援賜りますようお願い申しあげます。
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会社の概況
　■今後の見通しについて
　今後の経済情勢につきましては、内需が好調な中国等を中心に世
界的な景気は緩やかな回復基調が想定されるものの米国景気の鈍化
や資源高といった不安要素があり予断を許さない状況が続くものと
予想されます。国内景気においては、東日本大震災が生産・輸出等
に及ぼす影響は現在見極めることが困難な状況にあり、当社グルー
プの主な事業領域においても電力不足や原材料・部品の調達面への
影響、更には受注に与える影響も拡大が予想されるなど厳しい事業
環境が続くものと見込まれます。
　当社グループといたしましては、電線及びデバイス関連事業にお
いては、当社グループの特長ある技術力を活かし製品の開発及び事
業拡大を推進するなど事業の選択と集中を行い、グローバルでの熾
烈な価格競争や急速に市場環境が変化する状況下においても収益力
を確保できるよう体質強化に努めてまいります。
　医用画像表示用高精細ディスプレイをはじめとする情報機器事業
においては、お客様のニーズにお応えするため、当社及び関係する
子会社とが一体となってグループで総力を上げ、開発から生産まで
のスピード化、品質向上及びコストダウン等に取り組み、売上高の
拡大に注力してまいります。
　更に、お客様の満足度を高める製品や市場ニーズに対応した製品
の開発に注力するとともに製販一体となって新規拡販に努め、また
グループ全体での収益力向上を図るため、国内外の生産拠点におい
て生産技術力の向上と原価低減に徹底して取り組むなど、全社一丸
となって企業体質の強化と収益力の向上に努めてまいります。
　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。
　平成23年６月
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会社概要（平成23年3月31日現在）
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	 6,146,796,781円
従業員数	 328名
本社	 東京都港区新橋六丁目1番11号
	 〒105-0004
	 電話	03-5860-2121

大株主（平成23年3月31日現在）
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
古河電気工業株式会社 14,662 33.11
株式会社みずほ銀行 	2,014	 		4.55
株式会社りそな銀行 1,497		 	3.38
トウトク協力会社持株会 	975 2.20
高橋　祐子 940	 	2.12
日本証券金融株式会社 691 1.56
住友生命保険相互会社 554 1.25
朝日生命保険相互会社 472	 1.06
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 431 0.97
森川　憲三 410 0.92

株主メモ
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
株主名簿管理人および	 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
特定口座の口座管理機関	 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	 	 1,000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/
株式に関する届出および	 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
ご照会について	 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い合わ
せください。

単元未満株式の買取について
　１単元（1,000株）に満たない単元未満株式は、金融商品取引所で売買することはでき
ません。そこで、当社では単元未満株式の買取制度を導入しております。
　なお、株券電子化に伴い、買取手数料は無料としております。
　具体的には、当社の株主名簿管理人である、みずほ信託銀行株式会社にてお受けしてお
ります。証券保管振替制度をご利用になられている方は、お取引口座のあります証券会社
にお申し出ください。

取締役社長　立川　直臣
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セグメント情報 連結財務諸表（要旨）

単独財務諸表（要旨）

　ケーブル・配線材は、工作機械向け等の受注が安
定的に推移し、ノートパソコンの変圧器に使用される
三層絶縁電線が前半までは好調であったことから売上
は前期比増加いたしました。光加工品の受注は堅調で、
コンタクトプローブ、サスペンションワイヤ等の線材
加工品も、前半までは好調で、売上高は前期比増加い
たしました。しかしながら、薄型テレビ用内部配線材
やハードディスクドライブ用コイル加工品は、納入先
でのモデルチェンジの遅れにより受注減少を余儀なく
され、また低価格化の影響を受け、売上高は前期と比
較して大幅に減少いたしました。この結果、光・電
線・デバイス全体の売上高は前期比13.8％減の256
億2千5百万円となりました。損益面においては、薄
型テレビ用内部配線材やハードディスクドライブ用コ
イル加工品は価格下落の影響を大きく受け収益が圧
迫され、後半になって利益率の高い線材加工品が大き
く減少したこと、ケーブル・配線材においても銅価格
上昇の影響を受けたことから、巻線事業を譲渡したこ
とにより同事業で発生していた損失を解消してはいる
ものの、営業損益は前期比8億9千1百万円悪化して2
億3百万円の営業損失となりました。

　医用画像表示用高精細ディスプレイは、国内、欧州
向けは低価格の汎用モデルへの需要シフトにより、売
上は低調でしたが、北米向けやアジア向けの受注が回
復したことから、売上高は前期比増加しました。一方、
産業用ディスプレイは景気回復による増加の兆しはあ
るものの、低価格モデルへの需要が強く、売上高は前
期比減少いたしました。また、海外向けは円高進行の
影響を受け売上高は圧縮されました。自動車向け等の
基板加工品は、景気回復に加えてエコカー減税・補助
金制度により自動車産業の市場回復が比較的早かった
ことから、売上高は好調に推移しましたが、東日本大
震災の影響により連結会計年度末にかけて減少傾向と
なりました。この結果、情報機器全体の売上高は前期
比7.6％減の62億9千8百万円となりました。損益面に
おいては、基板加工品は生産性向上により利益率は上
昇したものの、ディスプレイの低価格モデルへの需要
シフトと円高の影響が大きく、この結果、営業損益は
前期比1億4千4百万円好転しましたが、2億3千2百万
円の営業損失となりました。

　運送事業において設備移設や引越などの受注が増
加した結果、売上高は前期比17.0％増の11億3千8百
万円となりました。損益面においては、事業譲渡した
巻線事業の費用を一部戻し入れたことにより、営業損
益は前期比1億5千7百万円好転して1億1千3百万円の
営業利益となりました。

■ 光・電線・デバイス�25,625百万円 売上高構成比

77.5％

売上高構成比

売上高構成比

19.1％

3.4％■  情報機器� 6,298百万円

売上高構成比
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■ その他� 1,138百万円
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成23年3月31日現在

前　期
平成22年3月31日現在

（資産の部） 24,450 27,466

流動資産 13,593 16,395

固定資産 10,857 11,070

　有形固定資産 7,883 7,924

　無形固定資産 98 86

　投資その他の資産 2,876 3,059

資産合計 24,450 27,466

（負債の部） 21,019 22,551

流動負債 13,849 17,638

固定負債 7,169 4,912

（純資産の部） 3,431 4,914

株主資本 4,257 5,563

その他の包括利益累計額 △1,565 △1,367

少数株主持分 739 718

負債・純資産合計 24,450 27,466

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成23年3月31日現在

前　期
平成22年3月31日現在

（資産の部） 18,071 23,167
流動資産 8,277 12,596
固定資産 9,793 10,571
　有形固定資産 3,888 4,203
　無形固定資産 52 33
　投資その他の資産 5,853 6,334
資産合計 18,071 23,167

（負債の部） 15,901 19,304
流動負債 10,083 15,150
固定負債 5,818 4,154

（純資産の部） 2,169 3,863
株主資本 2,136 3,810
評価・換算差額等 33 53
負債・純資産合計 18,071 23,167



セグメント情報 連結財務諸表（要旨）

単独財務諸表（要旨）
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トピックス

　携帯電話やデジタルカメラなどモバイル機器の充電は、機器側の
金属端子にACアダプタや充電器を接続して行っています。それに
対し、充電器にただ置くだけで充電できる「無接点充電技術」が開
発され、これまでも電動歯ブラシやコードレス電話などに利用され
てきました。接触不良や漏電の危険がないというメリットがある一
方で、電力の伝送効率が悪く、充電に時間がかかるという課題があ
りましたが、伝送効率が向上した今、ゲーム機のコントローラやス
マートフォン（高機能携帯電話）の充電にも採用され始めています。

　「無接点充電技術」にはいくつかの方式がありますが、現在主流の
「電磁誘導方式」は、充電器側のコイルに電力を流したときに生じる
磁界の変化によって機器側のコイルに電力を発生させる仕組みと
なっています。当社では、複数のエナメル線を撚り合わせたリッツ
線や、コイルの小型化に貢献する帯状のリボン線など、自社開発の
電線を使用した無接点充電用コイルアッセンブリを製造しています。

　スマートフォン市場の拡大に伴い、無接点充電システム市場も大
幅な成長が見込まれます。また近年、電力を送る側と受ける側があ
る程度離れていても効率よく送ることができる新しい方式が発明さ
れ、実用化に向けて各社がしのぎを削っています。近い将来、電気
自動車などの大型機器への充電や、家庭内のすべての機器をひとつ
の充電器で充電するといったケースでの利用も考えられ、無接点充
電の可能性は無限に広がっていると言えます。

　当社では、電線メーカーとしての優位性やこれまで培ってきた巻
線加工技術を活かし、「より薄くて軽い」高効率コイルの開発に取り
組んでまいります。

スマートフォン本体

ハードカバー

充電パッド

電 流電 流

無接点充電用コイル

▼スマートフォンの無接点充電の仕組み
専用のカバーを使わず、電池パックにコイルを内蔵させて充電する方法もあり、
世界初のモデルとして今夏ドコモより発売されます。

脚光を浴びる“お手軽”な充電に
「無接点充電用コイルアッセンブリ」

5 6

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前　期
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

売上高 33,062 37,500
売上原価 29,964 33,771
　売上総利益 3,098 3,728
販売費及び一般管理費 3,567 3,645
　営業利益又は損失（△） △469 82
営業外収益 202 151
営業外費用 650 620
　経常損失 917 386
特別利益 132 564
特別損失 248 2,191
　税金等調整前当期純損失 1,033 2,012
　法人税、住民税及び事業税 99 92
　法人税等調整額 23 56
　少数株主損益前当期純損失 1,157 ー
　少数株主利益 47 47
　当期純損失 1,204 2,209

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前　期
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,198 △822
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,343 419
財務活動によるキャッシュ・フロー △122 125
現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △298 △223
現金及び現金同等物の期首残高 3,181 3,405
現金及び現金同等物の期末残高 2,883 3,181

損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前　期
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

売上高 23,885 30,503
売上原価 22,680 28,280
　売上総利益 1,204 2,222
販売費及び一般管理費 1,451 2,161
　営業利益又は損失（△） △247 60
営業外収益 69 134
営業外費用 483 443
　経常損失 660 248
特別利益 103 548
特別損失 1,080 2,103
　税引前当期純損失 1,637 1,802
　法人税、住民税及び事業税 35 46
　当期純損失 1,673 1,848



トピックス

　携帯電話やデジタルカメラなどモバイル機器の充電は、機器側の
金属端子にACアダプタや充電器を接続して行っています。それに
対し、充電器にただ置くだけで充電できる「無接点充電技術」が開
発され、これまでも電動歯ブラシやコードレス電話などに利用され
てきました。接触不良や漏電の危険がないというメリットがある一
方で、電力の伝送効率が悪く、充電に時間がかかるという課題があ
りましたが、伝送効率が向上した今、ゲーム機のコントローラやス
マートフォン（高機能携帯電話）の充電にも採用され始めています。

　「無接点充電技術」にはいくつかの方式がありますが、現在主流の
「電磁誘導方式」は、充電器側のコイルに電力を流したときに生じる
磁界の変化によって機器側のコイルに電力を発生させる仕組みと
なっています。当社では、複数のエナメル線を撚り合わせたリッツ
線や、コイルの小型化に貢献する帯状のリボン線など、自社開発の
電線を使用した無接点充電用コイルアッセンブリを製造しています。

　スマートフォン市場の拡大に伴い、無接点充電システム市場も大
幅な成長が見込まれます。また近年、電力を送る側と受ける側があ
る程度離れていても効率よく送ることができる新しい方式が発明さ
れ、実用化に向けて各社がしのぎを削っています。近い将来、電気
自動車などの大型機器への充電や、家庭内のすべての機器をひとつ
の充電器で充電するといったケースでの利用も考えられ、無接点充
電の可能性は無限に広がっていると言えます。

　当社では、電線メーカーとしての優位性やこれまで培ってきた巻
線加工技術を活かし、「より薄くて軽い」高効率コイルの開発に取り
組んでまいります。

スマートフォン本体

ハードカバー

充電パッド

電 流電 流

無接点充電用コイル

▼スマートフォンの無接点充電の仕組み
専用のカバーを使わず、電池パックにコイルを内蔵させて充電する方法もあり、
世界初のモデルとして今夏ドコモより発売されます。

脚光を浴びる“お手軽”な充電に
「無接点充電用コイルアッセンブリ」

5 6

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前　期
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

売上高 33,062 37,500
売上原価 29,964 33,771
　売上総利益 3,098 3,728
販売費及び一般管理費 3,567 3,645
　営業利益又は損失（△） △469 82
営業外収益 202 151
営業外費用 650 620
　経常損失 917 386
特別利益 132 564
特別損失 248 2,191
　税金等調整前当期純損失 1,033 2,012
　法人税、住民税及び事業税 99 92
　法人税等調整額 23 56
　少数株主損益前当期純損失 1,157 ー
　少数株主利益 47 47
　当期純損失 1,204 2,209

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前　期
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,198 △822
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,343 419
財務活動によるキャッシュ・フロー △122 125
現金及び現金同等物に係る換算差額 △30 54
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △298 △223
現金及び現金同等物の期首残高 3,181 3,405
現金及び現金同等物の期末残高 2,883 3,181

損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

前　期
平成21年4月  1日から
平成22年3月31日まで

売上高 23,885 30,503
売上原価 22,680 28,280
　売上総利益 1,204 2,222
販売費及び一般管理費 1,451 2,161
　営業利益又は損失（△） △247 60
営業外収益 69 134
営業外費用 483 443
　経常損失 660 248
特別利益 103 548
特別損失 1,080 2,103
　税引前当期純損失 1,637 1,802
　法人税、住民税及び事業税 35 46
　当期純損失 1,673 1,848



会社の概況
　■今後の見通しについて
　今後の経済情勢につきましては、内需が好調な中国等を中心に世
界的な景気は緩やかな回復基調が想定されるものの米国景気の鈍化
や資源高といった不安要素があり予断を許さない状況が続くものと
予想されます。国内景気においては、東日本大震災が生産・輸出等
に及ぼす影響は現在見極めることが困難な状況にあり、当社グルー
プの主な事業領域においても電力不足や原材料・部品の調達面への
影響、更には受注に与える影響も拡大が予想されるなど厳しい事業
環境が続くものと見込まれます。
　当社グループといたしましては、電線及びデバイス関連事業にお
いては、当社グループの特長ある技術力を活かし製品の開発及び事
業拡大を推進するなど事業の選択と集中を行い、グローバルでの熾
烈な価格競争や急速に市場環境が変化する状況下においても収益力
を確保できるよう体質強化に努めてまいります。
　医用画像表示用高精細ディスプレイをはじめとする情報機器事業
においては、お客様のニーズにお応えするため、当社及び関係する
子会社とが一体となってグループで総力を上げ、開発から生産まで
のスピード化、品質向上及びコストダウン等に取り組み、売上高の
拡大に注力してまいります。
　更に、お客様の満足度を高める製品や市場ニーズに対応した製品
の開発に注力するとともに製販一体となって新規拡販に努め、また
グループ全体での収益力向上を図るため、国内外の生産拠点におい
て生産技術力の向上と原価低減に徹底して取り組むなど、全社一丸
となって企業体質の強化と収益力の向上に努めてまいります。
　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。
　平成23年６月
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会社概要（平成23年3月31日現在）
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	 6,146,796,781円
従業員数	 328名
本社	 東京都港区新橋六丁目1番11号
	 〒105-0004
	 電話	03-5860-2121

大株主（平成23年3月31日現在）
株主名 持株数（千株） 持株比率（％）
古河電気工業株式会社 14,662 33.11
株式会社みずほ銀行 	2,014	 		4.55
株式会社りそな銀行 1,497		 	3.38
トウトク協力会社持株会 	975 2.20
高橋　祐子 940	 	2.12
日本証券金融株式会社 691 1.56
住友生命保険相互会社 554 1.25
朝日生命保険相互会社 472	 1.06
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 431 0.97
森川　憲三 410 0.92

株主メモ
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
株主名簿管理人および	 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
特定口座の口座管理機関	 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	 	 1,000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/
株式に関する届出および	 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
ご照会について	 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い合わ
せください。

単元未満株式の買取について
　１単元（1,000株）に満たない単元未満株式は、金融商品取引所で売買することはでき
ません。そこで、当社では単元未満株式の買取制度を導入しております。
　なお、株券電子化に伴い、買取手数料は無料としております。
　具体的には、当社の株主名簿管理人である、みずほ信託銀行株式会社にてお受けしてお
ります。証券保管振替制度をご利用になられている方は、お取引口座のあります証券会社
にお申し出ください。

取締役社長　立川　直臣

2 7


