
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上げ
ます。
　ここに当社第94期（平成23年4月1日から平成24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
　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による急激な生
産活動の落ち込みから緩やかに持ち直し、期後半においては回復の兆しが見ら
れたものの、歴史的な円高の定着や原油高など厳しい状況が続きました。海外
においては欧州における政府債務危機や米国景気の停滞、タイ国での洪水被害
による影響等により世界経済は先行き不透明な情勢のうちに推移しました。
　このような経営環境の中、当社グループは、利益体質への変革を図るべく特
長ある技術開発力を活かした製品の開発及び拡販に努めるとともに、原価低減
策及び固定費削減策を強力に推し進めてまいりました。また、テープ電線（FFC）
事業や光コネクター事業、LVDSケーブル（薄型テレビ用内部配線材の一機種）
といった不採算事業・製品から撤退するとともに、光製品の主要生産拠点であ
る香港の子会社株式の一部を古河電気工業株式会社へ譲渡するなど、事業構造
改革に取り組んでまいりました。
　事業の組織体制については、各事業別に海外子会社も含めて事業損益責任を
明確にし、また各事業の特長に合わせてお客様へのスピーディーな対応を図る
ため、生産本部・営業本部制を改め事業部制へ再編成いたしました。
　財務面においては、古河電気工業株式会社、株式会社みずほ銀行、株式会社
りそな銀行を引受先として第三者割当による新株式発行を行い、資本増強によ
り自己資本を充実するとともに有利子負債を削減することにより、今後の更なる
事業構造改革を進めていくための基盤づくりを図りました。この第三者割当増資
により、当社は古河電気工業株式会社の子会社となりました。
　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、東日本大震災の影響により、自動車産
業は後半回復基調となったものの、通期では需要減少が大きく、また情報通信
及びエレクトロニクス産業はグローバル経済による低価格化の影響を受けるな
ど厳しい経営環境が続きました。
　このような状況下において、前連結会計年度と比較して営業損益及び経常損
益では好転しましたが、タイ国にあるハードディスクドライブ用コイル加工品を
生産する子会社が洪水被害により操業停止となったことや、今後の事業構造改
革を見据えた特別損失の計上が増加したため、当期純損益においては前連結会
計年度と比較して大幅な悪化となりました。
　当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、国内における巻線事業の
売上が古河マグネットワイヤ株式会社への事業譲渡に伴い、当期においてはそ
の売上がなくなったことや、震災の影響により自動車用基板加工品、医用画像
表示用高精細ディスプレイ、ハードディスクドライブ用コイル加工品、コイル製
品の売上が停滞したこと、不採算事業・製品からの撤退、古河電気工業株式会
社からの受託生産である光アンプの減少、更にはタイの洪水被害により、前期
比18.6％減の268億9千9百万円となりました。営業損益は、不採算事業・製品
からの撤退や経費削減、原価低減諸施策により、前期比6億1千5百万円好転し
て1億4千6百万円の営業利益となりました。経常損益は、営業利益を計上したこ
とに加え為替差損が2億1千万円減少したこと等により前期比6億3百万円好転い
たしましたが、第三者割当増資にかかる株式交付費が1億7千2百万円発生した
こと等から3億1千4百万円の経常損失となりました。また、タイ国にある子会社
の洪水被害に対する保険金支払額9億1千4百万円を保険金収入として特別利益
に計上いたしましたが、特別損失については、ハードディスクドライブ用コイル
加工品事業の事業売却も視野に入れた事業構造改革および不採算事業・製品か
らの撤退費用を事業構造改革費用として12億円、平成13年に閉鎖した製造子会
社の敷地から回収して保管していたPCB汚染物の処理費用見積りが可能となっ
たことから、その処理費用見込み額を環境対策引当金繰入額として10億7千6百
万円、タイ国にある子会社の洪水災害による影響を災害による損失として7億7
千3百万円、巻線事業を行う台湾の持分法適用関係会社株式の一部を巻線事業
譲渡先である古河マグネットワイヤ株式会社に譲渡したことなどによる投資有
価証券売却損を5億3千7百万円等、合計36億3千1百万円計上しました。この結
果、当期純損益は前期比19億8千8百万円悪化して、31億9千2百万円の当期純
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24.2％減の180億9千9百万
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1億5千7百万円好転
して9千万円の営業損失となりました。また、経常損益は前期比1億9千万円好
転しましたが、4億7千万円の経常損失となり、当期純損益は前期比14億9千9
百万円悪化して、31億7千2百万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上げます。
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会社の概況
　■今後の見通しについて
　当社グループを取り巻く経済環境は、欧州財政不安の長期化と世界経済への
影響、記録的な円高の定着、原油高に加えて電力供給の制約懸念など、今後も
景気は下振れリスクを抱え、依然として予断を許さない状況が続くものと予想
され、またグローバル化に伴い価格競争が一層激化するものと見込まれます。
　当社グループといたしましては、これまで取り組んできた事業構造改革を推
進し、損益重視の方針のもと、厳しい事業環境においても利益を確保できる企
業体質の構築を図ってまいります。
　選択と集中を基本に、電線事業を基幹事業と位置づけ、またデバイス事業を
注力事業と位置づけて、これまで一部不採算製品の絞込みと注力製品への経営
資源の集中化によって、収益力の向上に努めてまいりましたが、今後も更に電
線事業においては、今後伸ばす製品について一層の拡販と徹底した原価低減を
図るとともに、当社の独自技術により高速伝送、低損失、高耐熱等に優れた製
品の開発と新規拡販を推進するとともに、デバイス事業においても長年培った
素材技術、精密加工技術等を活かした線材加工品やコイル加工品に重点を置き、
既存の市場のみならず、新市場を開拓して事業拡大を図ってまいります。これら
事業に関連する海外生産拠点においては、中国、インドネシアにある子会社に
おいて、生産性向上、品質向上、原価低減を図り、また、価格面やデリバリー
面等において、より一層お客様のニーズに応えるべく生産体制の拡充を図り売
上拡大につなげてまいります。
　ハードディスク用コイル加工品事業については、タイ国にある生産子会社が
洪水により生産停止を余儀なくされ全面的な復旧が困難な状況となったこと等
厳しい事業環境の変化を勘案し、事業売却等も視野に入れ事業構造改革を継続
実施してまいります。
　医用画像表示用等のディスプレイ事業においては、当社及び関係する子会社
とが一体となって新製品開発及び品質向上を図りお客様のニーズに応えるとと
もに、今後の国内外におけるメディカル市場の動向を見据え、事業戦略及び販
売戦略を再構築しシェアアップと事業の拡大を図ってまいります。
　各事業において市場環境は厳しく予断を許しませんが、当社の特長ある技術
を活かした製品、市場ニーズに対応した製品の開発と拡販に注力するとともに
原価管理、原価低減の徹底、ものづくり力の向上、固定費削減及び経費削減等
も継続して取り組むなど、全社一丸となって収益力を高め、事業の拡大並びに
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。
　平成24年6月
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会社概要（平成24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	 1,925,000,009円
従業員数	 324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24年3月31日現在）

株主名 持株数 持株比率普通株式 A種優先株式 合計
株 株 株 ％

古河電気工業㈱ 38,472,488 − 38,472,488 56.50
日本証券金融㈱ 2,129,000 − 2,129,000 3.12
㈱みずほ銀行 2,014,826 1,000 2,015,826 2.96
㈱りそな銀行 1,497,000 850 1,497,850 2.20
高橋　祐子 940,000 − 940,000 1.38
住友生命保険相互会社 554,000 − 554,000 0.81
朝日生命保険相互会社 472,000 − 472,000 0.69
東特塗料㈱ 452,981 − 452,981 0.66
森川　憲三 410,000 − 410,000 0.60
㈱損害保険ジャパン 358,000 − 358,000 0.52

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、
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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）

　ヒータ関連製品は、自動車向けのシート用ヒータが
好調で売上高は増加した一方で、ケーブル・配線材は、
通信施設の屋内配線向け通信ケーブルが大幅に減少
しました。また、光加工品は、光アンプが主力モデル
の生産終了や材料価格の低減により大きく減少し、光
コネクタ、光機器は低収益であることから事業撤退を
決定いたしました。コンタクトプローブは、海外向け
で受注が減少し、サスペンションワイヤも家電市場停
滞により減少したほか、巻線事業については、事業譲
渡に伴い売上高は前連結会計年度と比較して大幅に
減少いたしました。
　損益面においては、前期に大きな損失を計上してい
たハードディスク用コイル加工品が投資によるコスト
ダウン効果により好転いたしました。しかし、タイ国
にある子会社が洪水被害により操業停止したことや、
ケーブル・配線材の売上減少、コンタクトプローブ及
びサスペンションワイヤ等の線材加工品の売上減少に
よる影響を受けました。
　この結果、光・電線・デバイス全体では売上高は、
前期比54億6千3百万円減少して201億6千2百万円と
なりました。セグメント損益は、前期比4億7千8百万
円好転して2億7千5百万円の利益となりました。

　医用画像表示用高精細ディスプレイは、国内向けは
新規受注により増加いたしましたが、北米及び欧州向
けは円高の影響に加え、部材調達において震災の影響
を受けたことから売上は減少しました。また、産業用
ディスプレイも低価格モデルへの需要が強く売上高は
減少しました。自動車用基板加工は震災の影響により
自動車産業に大きな生産調整が生じたことから、第1
四半期において大きく売上高は減少し、第2四半期に
おいて回復傾向となりましたがタイの洪水の影響によ
り再び受注が減少しました。
　損益面においては、自動車用基板加工は売上高減
少の影響から利益は減少しましたが、ディスプレイは
円高や低価格モデルへの需要シフトに対処するための
コストダウンの取り組みにより損益は好転しました。
　この結果、情報機器の売上高は、前期比5億3千6
百万円減少して57億6千2百万円となり、セグメント
損益は、前期比2億4千8百万円好転して1千6百万円
の利益となりました。

　運送事業において、巻線事業譲渡に伴い受注が減
少したことから、売上高は前期比1億6千3百万円減少
して9億7千5百万円となり、セグメント損益は前期比
1億1千9百万円減少して6百万円の損失となりました。

■ 光・電線・デバイス�20,162百万円 売上高構成比
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3.6％■  情報機器� 5,762百万円
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■ その他� 975百万円
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21.4％

3.6％
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年3月31日現在

前　期
平成23年3月31日現在

（資産の部） 21,736 24,450

流動資産 13,744 13,593

固定資産 7,992 10,857

　有形固定資産 6,292 7,883

　無形固定資産 87 98

　投資その他の資産 1,612 2,876

資産合計 21,736 24,450

（負債の部） 17,311 21,019

流動負債 12,529 13,849

固定負債 4,782 7,169

（純資産の部） 4,424 3,431

株主資本 4,674 4,257

その他の包括利益累計額 △956 △1,565

少数株主持分 706 739

負債・純資産合計 21,736 24,450

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成24年3月31日現在

前　期
平成23年3月31日現在

（資産の部） 15,858 18,071
流動資産 9,232 8,277
固定資産 6,626 9,793
　有形固定資産 3,262 3,888
　無形固定資産 51 52
　投資その他の資産 3,311 5,853
資産合計 15,858 18,071

（負債の部） 13,084 15,901
流動負債 9,358 10,083
固定負債 3,726 5,818

（純資産の部） 2,773 2,169
株主資本 2,811 2,136
評価・換算差額等 △37 33
負債・純資産合計 15,858 18,071
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トピックス

　近年、乳がんの患者数は世界的に増加傾向にあり、日本では女性
の最もかかりやすい「がん」となっています。早期発見により治癒
率はかなり高まるため、マンモグラフィと呼ばれる専用のレントゲ
ン装置による定期的な検査が推奨されていますが、受診率は欧米諸
国に比べて低い水準にとどまっています。
　医療の分野でもデジタル化が進み、マンモグラフィも撮影画像を
ディスプレイに映し出して診断するデジタルマンモグラフィが広
まっています。乳がんの初期症状は非常に細かいため、画像をより
鮮明に表示することが求められることから、マンモグラフィには標
準的な医用画像表示用ディスプレイの中でも、最も解像度の高い機
種が使用されています。それでもなお、一般的な診断手法として
ディスプレイ1画面に異なる診断画像を分割して比較表示すること
から、低コストでディスプレイの解像度をより高くすることがデジ
タルマンモグラフィの課題となっていました。
　そこで当社は、現状のディスプレイのまま解像度を3倍化できる
技術、“ISDテクノロジー”を開発し、昨年、日本での特許を取得し
ました。モノクロディスプレイは、白から黒の段階的な色調で表現
された画素（ピクセル）を縦横に敷き詰めることで画像を表示して
います。“ISDテクノロジー”は、1画素を構成する3つのサブピクセ
ルを独立させて色調表示することができる技術です。これにより、
大きなコストをかけることなく解像度を上げて、曲線ラインをより
忠実に描いたり、細かな物体を鮮明に表示したりすることが可能に
なりました。
　乳がん早期発見の重要性は、ピンクリボン運動によって世界中で
認知されてきています。当社のマンモグラフィ用ディスプレイは、
国内はもとより世界各地で乳がんの早期発見に貢献してまいります。

1ピクセルにつき1つの色調表示をする一般のディスプレイに
当社のISDテクノロジーを利用することによって、1ピクセル
につき3つの色調表示をすることが可能に。
より鮮明な画像を映し出すことができる。

▼画像拡大図

ＴＯＴＯＫＵの医用画像表示用ディスプレイ
乳がんの早期発見に貢献
世界初“解像度３倍化技術”で特許取得

サブピクセル

一般の
ディスプレイ

3倍化技術による
ディスプレイ

1ピクセル

5 6

連結損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

前　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

売上高 26,899 33,062
売上原価 23,744 29,964
　売上総利益 3,154 3,098
販売費及び一般管理費 3,008 3,567
　営業利益又は損失（△） 146 △469
営業外収益 167 202
営業外費用 628 650
　経常損失 314 917
特別利益 1,020 132
特別損失 3,631 248
　税金等調整前当期純損失 2,925 1,033
　法人税、住民税及び事業税 213 99
　法人税等調整額 19 23
　少数株主損益調整前当期純損失 3,158 1,157
　少数株主利益 33 47
　当期純損失 3,192 1,204

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

前　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,087 1,198
投資活動によるキャッシュ・フロー 348 △1,343
財務活動によるキャッシュ・フロー △196 △122
現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 △30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,180 △298
現金及び現金同等物の期首残高 2,883 3,181
現金及び現金同等物の期末残高 4,064 2,883

損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

前　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

売上高 18,099 23,885
売上原価 16,758 22,680
　売上総利益 1,341 1,204
販売費及び一般管理費 1,432 1,451
　営業利益又は損失（△） △90 △247
営業外収益 94 69
営業外費用 474 483
　経常損失 470 660
特別利益 75 103
特別損失 2,646 1,080
　税引前当期純損失 3,041 1,637
　法人税、住民税及び事業税 130 35
　当期純損失 3,172 1,673
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　経常損失 314 917
特別利益 1,020 132
特別損失 3,631 248
　税金等調整前当期純損失 2,925 1,033
　法人税、住民税及び事業税 213 99
　法人税等調整額 19 23
　少数株主損益調整前当期純損失 3,158 1,157
　少数株主利益 33 47
　当期純損失 3,192 1,204

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

前　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,087 1,198
投資活動によるキャッシュ・フロー 348 △1,343
財務活動によるキャッシュ・フロー △196 △122
現金及び現金同等物に係る換算差額 △58 △30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,180 △298
現金及び現金同等物の期首残高 2,883 3,181
現金及び現金同等物の期末残高 4,064 2,883

損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成23年4月  1日から
平成24年3月31日まで

前　期
平成22年4月  1日から
平成23年3月31日まで

売上高 18,099 23,885
売上原価 16,758 22,680
　売上総利益 1,341 1,204
販売費及び一般管理費 1,432 1,451
　営業利益又は損失（△） △90 △247
営業外収益 94 69
営業外費用 474 483
　経常損失 470 660
特別利益 75 103
特別損失 2,646 1,080
　税引前当期純損失 3,041 1,637
　法人税、住民税及び事業税 130 35
　当期純損失 3,172 1,673



会社の概況
　■今後の見通しについて
　当社グループを取り巻く経済環境は、欧州財政不安の長期化と世界経済への
影響、記録的な円高の定着、原油高に加えて電力供給の制約懸念など、今後も
景気は下振れリスクを抱え、依然として予断を許さない状況が続くものと予想
され、またグローバル化に伴い価格競争が一層激化するものと見込まれます。
　当社グループといたしましては、これまで取り組んできた事業構造改革を推
進し、損益重視の方針のもと、厳しい事業環境においても利益を確保できる企
業体質の構築を図ってまいります。
　選択と集中を基本に、電線事業を基幹事業と位置づけ、またデバイス事業を
注力事業と位置づけて、これまで一部不採算製品の絞込みと注力製品への経営
資源の集中化によって、収益力の向上に努めてまいりましたが、今後も更に電
線事業においては、今後伸ばす製品について一層の拡販と徹底した原価低減を
図るとともに、当社の独自技術により高速伝送、低損失、高耐熱等に優れた製
品の開発と新規拡販を推進するとともに、デバイス事業においても長年培った
素材技術、精密加工技術等を活かした線材加工品やコイル加工品に重点を置き、
既存の市場のみならず、新市場を開拓して事業拡大を図ってまいります。これら
事業に関連する海外生産拠点においては、中国、インドネシアにある子会社に
おいて、生産性向上、品質向上、原価低減を図り、また、価格面やデリバリー
面等において、より一層お客様のニーズに応えるべく生産体制の拡充を図り売
上拡大につなげてまいります。
　ハードディスク用コイル加工品事業については、タイ国にある生産子会社が
洪水により生産停止を余儀なくされ全面的な復旧が困難な状況となったこと等
厳しい事業環境の変化を勘案し、事業売却等も視野に入れ事業構造改革を継続
実施してまいります。
　医用画像表示用等のディスプレイ事業においては、当社及び関係する子会社
とが一体となって新製品開発及び品質向上を図りお客様のニーズに応えるとと
もに、今後の国内外におけるメディカル市場の動向を見据え、事業戦略及び販
売戦略を再構築しシェアアップと事業の拡大を図ってまいります。
　各事業において市場環境は厳しく予断を許しませんが、当社の特長ある技術
を活かした製品、市場ニーズに対応した製品の開発と拡販に注力するとともに
原価管理、原価低減の徹底、ものづくり力の向上、固定費削減及び経費削減等
も継続して取り組むなど、全社一丸となって収益力を高め、事業の拡大並びに
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。
　平成24年6月
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会社概要（平成24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	 1,925,000,009円
従業員数	 324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24年3月31日現在）

株主名 持株数 持株比率普通株式 A種優先株式 合計
株 株 株 ％

古河電気工業㈱ 38,472,488 − 38,472,488 56.50
日本証券金融㈱ 2,129,000 − 2,129,000 3.12
㈱みずほ銀行 2,014,826 1,000 2,015,826 2.96
㈱りそな銀行 1,497,000 850 1,497,850 2.20
高橋　祐子 940,000 − 940,000 1.38
住友生命保険相互会社 554,000 − 554,000 0.81
朝日生命保険相互会社 472,000 − 472,000 0.69
東特塗料㈱ 452,981 − 452,981 0.66
森川　憲三 410,000 − 410,000 0.60
㈱損害保険ジャパン 358,000 − 358,000 0.52

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合せく
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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