
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
賜り厚く御礼申し上げます。
　ここに当期第96期（平成25年4月1日から平成26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、前々連結会計年度より不採算事業・
不採算製品からの撤退を行い、一方で特長ある技術開発
力を活かした製品の開発、品質向上、原価低減策及び固
定費削減を推進すること等により損益改善に努めるとと
もに、更に抜本的に利益体質の構築を図るべく事業構造
改革を推進してまいりました。
　その一環として情報機器事業については、医用画像表
示用高精細ディスプレイ及び自動車用基板加工品を提供
してまいりましたが、当社の限られた経営資源では、今
後の高度な技術革新への開発投資などを行っていくには
限界があり、また当ディスプレイ技術は電線・デバイス
事業の技術とは独立しておりシナジーが得られないこと
等を勘案し、平成25年7月1日を効力発生日として会社
分割により情報機器事業及び東特長岡株式会社の全株式
を株式会社JVCケンウッドへ譲渡いたしました。
　当連結会計年度の業績につきましては、売上高は、情
報機器事業譲渡及び前連結会計年度に実施したハード
ディスクドライブ用コイル加工品事業部門の会社分割等
により、前期比23億6千2百万円減少し182億7千6百万
円となりました。
　営業利益は、不採算事業・不採算製品からの撤退によ
る損益改善を図り、また注力製品について原価低減活動
を積極的に推進したこと等により、前期比10億5千万円
増加し14億3千1百万円となりました。
　経常利益は、持分法投資利益1億8千2百万円及び為替
差益8千万円を計上したこと、並びに有利子負債の圧縮
により支払利息は前期比6千5百万円減少し1億7千万円
となったこと等により、前期比13億3千6百万円増加し
16億6千5百万円となりました。
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会社の概況
　当期純利益は、特別利益として投資有価証券売却益2
億7千9百万円、特別損失として投資有価証券売却損1億
2千1百万円、並びに国内連結子会社が加入している「長
野県トラック事業厚生年金基金」が、加入員数減少によ
る掛金収入の減少と年金給付費の増加等により解散方針
を議決したため、損失が見込まれることから厚生年金基
金解散損失8千8百万円を計上しました。一方、前連結会
計年度は、タイの製造子会社の洪水被害による保険金収
入5億4千2百万円、並びに固定資産売却益5億9百万円が
ありました。その結果、前期比11億6千4百万円増加し
14億5千5百万円となりました。
　期末配当につきましては、当期におきましては事業構
造改革の実施等により当期純利益を計上することができ
ましたが、未だ再建途上にあり一層の体質強化が必要な
状況にあるため普通株式については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
上げるとともに、全社一丸となって業績向上に努めてま
いる所存でございますので、引き続きご理解とご支援を
賜りますようお願い申しあげます。
　平成26年6月
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■連結総資産
■連結純資産

■連結売上高
（百万円）（百万円）

会社概要（平成26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	 単体203名　連結1,034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26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	
㈱みずほ銀行 2,014,826 1,000 2,015,826 2.95
㈱りそな銀行 1,497,000 850 1,497,850 2.19
MSIP	CLIENT	SECURITIES 992,000 − 992,000 1.45
日本証券金融㈱ 853,000 − 853,000 1.25
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
日本トラスティ・サービス
信託銀行㈱（信託口） 451,000 − 451,000 0.66
大和証券㈱ 410,000 − 410,000 0.60	
森川　憲三 410,000 − 410,000 0.60	

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
株主名簿管理人及び	 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/
株式に関する届出及び	 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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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、鉄道ケーブル及びゲーム
機等の電源トランスに使用される三層絶縁電線の
受注量は増加し、プリンター用フレキシブルフラッ
トケーブルの受注量も堅調に推移しました。
　ヒータ関連製品は、自動車向けのシート用ヒー
タは好調に推移し、また水道凍結防止用ヒータも
堅調に受注を確保しましたが、前期は震災復興に
よる受注が増加したため、前期比での受注量は減
少しました。
　線材加工品は、半導体検査治具に使用されるコ
ンタクトプローブ及び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
が好調に推移しました。
　この結果、電線・デバイス全体では、売上高は、
前期比10億9千7百万円増加し158億1千7百万円
となり、損益面においては、売上高増加並びに生
産性向上、原価低減活動により損益改善を図り、
また固定費削減を図ったこと等により、セグメント
損益は、前期比8億9千万円増加し14億2千8百万
円の利益となりました。

■ 電線・デバイス� 15,817百万円 売上高構成比

86.5％

売上高構成比

売上高構成比

7.3％

6.2％
　情報機器事業については、平成25年7月1日を効
力発生日として会社分割しましたので、情報機器
のセグメント業績への反映は、第1四半期連結累計
期間で終了しました。
　第1四半期連結累計期間においては、医用画像表
示用高精細ディスプレイの売上高は、アジア向け
は低迷しましたが、欧州向けは前年並みを確保し、
北米は増加しました。また、国内市場は超音波診
断装置用が堅調に推移したことからディスプレイ
全体の売上高は、前年同期比で増加しました。
　基板加工は、得意先の生産拠点の海外シフトに
よる影響のため、基板加工全体の売上高は、前年
同期比で減少しました。
　この結果、情報機器の売上高は、前期比36億3
千8百万円減少し13億2千2百万円となり、セグメ
ント損益は、前期比3百万円減少し1千4百万円の
利益となりました。

■  情報機器� 1,322百万円

売上高構成比

86.5％

売上高構成比

売上高構成比

7.3％

6.2％

　運送事業において、輸送量増加により、前期比
で売上高は増加しました。輸送効率の改善及び経
費削減等、コスト低減策を実施したことにより利
益も増加しました。
　この結果、その他の売上高は、前期比1億7千9
百万円増加し11億3千6百万円となり、セグメント
損益は、前期比1億6千3百万円増加し1億7千1百
万円の利益となりました。

■ その他� 1,136百万円

売上高構成比

86.5％

売上高構成比

売上高構成比

7.3％

6.2％
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連結貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成26年3月31日現在

前　期
平成25年3月31日現在

（資産の部） 16,348 18,690

流動資産 8,770 10,323

固定資産 7,578 8,367

　有形固定資産 5,305 6,043

　無形固定資産 90 100

　投資その他の資産 2,182 2,223

資産合計 16,348 18,690

（負債の部） 9,926 13,455

流動負債 5,671 10,114

固定負債 4,254 3,340

（純資産の部） 6,422 5,235

株主資本 6,406 4,964

その他の包括利益累計額 △758 △448

少数株主持分 774 720

負債・純資産合計 16,348 18,690

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成26年3月31日現在

前　期
平成25年3月31日現在

（資産の部） 9,124 12,168
流動資産 4,748 6,290
固定資産 4,375 5,878
　有形固定資産 2,300 3,053
　無形固定資産 22 39
　投資その他の資産 2,053 2,784
資産合計 9,124 12,168

（負債の部） 4,883 9,445
流動負債 2,688 6,974
固定負債 2,195 2,471

（純資産の部） 4,240 2,723
株主資本 4,202 2,816
評価・換算差額等 38 △93
負債・純資産合計 9,124 12,168
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その他の包括利益累計額 △758 △448

少数株主持分 774 720

負債・純資産合計 16,348 18,690

貸借対照表 （単位：百万円）

科目 当　期
平成26年3月31日現在

前　期
平成25年3月31日現在

（資産の部） 9,124 12,168
流動資産 4,748 6,290
固定資産 4,375 5,878
　有形固定資産 2,300 3,053
　無形固定資産 22 39
　投資その他の資産 2,053 2,784
資産合計 9,124 12,168

（負債の部） 4,883 9,445
流動負債 2,688 6,974
固定負債 2,195 2,471

（純資産の部） 4,240 2,723
株主資本 4,202 2,816
評価・換算差額等 38 △93
負債・純資産合計 9,124 12,168



東特（浙江）有限公司
紹　介

　東特（浙江）有限公司は、拡大を続ける中国市場並びに製品供
給先のグローバル化を見据え、電線加工品、ヒータ線及び焼付線
の製造、販売を目的として、2003年に中国浙江省平湖市に当社の
製造子会社として設立されました。
　平湖市は、上海、杭州、蘇州の各都市から約100㎞の長江デル
タ地帯に位置し、高速鉄道及び高速道路網が整備され、また対岸
の寧波市とは2008年に杭州湾海上大橋で結ばれており、物流面で
大変有利な臨海工業地帯として発展を続けています。
　東特（浙江）有限公司は、大手日系企業をはじめ世界各国の企
業が進出している経済開発区内にあり、約550名の従業員が勤務
しています。
　製造品目は電線分野では、液晶テレビ及びプリンター等の内部
配線用のFFC（フレキシブルフラットケーブル）、電気カーペット、
冷蔵庫等の家電用及び自動車シート用のヒータ線、また、ヒータ
応用製品として便座用ヒータ加工品を製造しています。
　焼付線では、スピーカ、マイクロスピーカ、トランス及びモー
タ等の各種コイルに利用される特殊で高品質な製品を製造してい
ます。
　創業10周年を迎えた現在では当社グループの海外主力工場とし
て更なる発展を目指しております。
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連結損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

前　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

売上高 18,276 20,638
売上原価 14,722 17,418
　売上総利益 3,553 3,220
販売費及び一般管理費 2,122 2,839
　営業利益 1,431 380
営業外収益 448 212
営業外費用 214 263
　経常利益 1,665 329
特別利益 314 1,074
特別損失 372 883
　税金等調整前当期純利益 1,607 520
　法人税、住民税及び事業税 144 129
　法人税等調整額 △25 △7
　少数株主損益調整前当期純利益 1,489 322
　少数株主利益 33 31
　当期純利益 1,455 290

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

前　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,627 1,487
投資活動によるキャッシュ・フロー 957 △20
財務活動によるキャッシュ・フロー △3,245 △2,062
現金及び現金同等物に係る換算差額 132 84
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △527 △510
現金及び現金同等物の期首残高 3,265 4,064
現金及び現金同等物の期末残高 2,738 3,265

損益計算書 （単位：百万円）

科目 当　期
平成25年4月  1日から
平成26年3月31日まで

前　期
平成24年4月  1日から
平成25年3月31日まで

売上高 8,977 12,859
売上原価 7,109 11,475
　売上総利益 1,867 1,384
販売費及び一般管理費 976 1,286
　営業利益 891 97
営業外収益 303 329
営業外費用 100 140
　経常利益 1,094 285
特別利益 509 214
特別損失 177 463
　税引前当期純利益 1,426 37
　法人税、住民税及び事業税 28 32
　当期純利益 1,398 5
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会社の概況
　当期純利益は、特別利益として投資有価証券売却益2
億7千9百万円、特別損失として投資有価証券売却損1億
2千1百万円、並びに国内連結子会社が加入している「長
野県トラック事業厚生年金基金」が、加入員数減少によ
る掛金収入の減少と年金給付費の増加等により解散方針
を議決したため、損失が見込まれることから厚生年金基
金解散損失8千8百万円を計上しました。一方、前連結会
計年度は、タイの製造子会社の洪水被害による保険金収
入5億4千2百万円、並びに固定資産売却益5億9百万円が
ありました。その結果、前期比11億6千4百万円増加し
14億5千5百万円となりました。
　期末配当につきましては、当期におきましては事業構
造改革の実施等により当期純利益を計上することができ
ましたが、未だ再建途上にあり一層の体質強化が必要な
状況にあるため普通株式については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
上げるとともに、全社一丸となって業績向上に努めてま
いる所存でございますので、引き続きご理解とご支援を
賜りますようお願い申しあげます。
　平成26年6月
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会社概要（平成26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	 単体203名　連結1,034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26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	
㈱みずほ銀行 2,014,826 1,000 2,015,826 2.95
㈱りそな銀行 1,497,000 850 1,497,850 2.19
MSIP	CLIENT	SECURITIES 992,000 − 992,000 1.45
日本証券金融㈱ 853,000 − 853,000 1.25
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
日本トラスティ・サービス
信託銀行㈱（信託口） 451,000 − 451,000 0.66
大和証券㈱ 410,000 − 410,000 0.60	
森川　憲三 410,000 − 410,000 0.60	

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
株主名簿管理人及び	 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/
株式に関する届出及び	 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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