
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97期（平成26年４月１日から平成27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
　当社グループは不採算事業・不採算製品からの撤退を
行うとともに、特長ある技術力を活かした製品の開発、
品質向上及び原価低減策を推進すること等により損益改
善に努めてまいりました。その結果、平成27年３月期第
３四半期連結累計期間には一定の損益改善及び財務体質
の改善を実現したことから、平成27年３月25日に臨時
株主総会を開催しＡ種優先株式を自己株式として取得す
ることを決議し、同日開催の取締役会決議に基づき当該
自己株式を消却いたしました。こうした資本政策により、
既存株主の皆様の株式価値の希薄化を抑制し、また、対
外的な信用度を高めるとともに機動的な経営施策の実行
を可能とする体制確立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、海
外子会社は堅調でしたが、国内は情報機器事業の吸収分
割による売上減少並びに鉄道ケーブル及び三層絶縁電線
の受注量減少の影響により、前期比13億１千３百万円減
少し169億６千３百万円となりました。

取締役社長　立川　直臣

第97期　事業報告書
平成26年4月1日▶平成27年3月31日
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会社の概況
　営業利益は、生産性向上及び原価低減活動を積極的に
推進してまいりましたが、売上高の減少により、前期比
２億６千万円減少し11億７千１百万円となりました。
　経常利益は、環境対策引当金戻入益９億８千２百万円
並びに持分法による投資利益４億５千１百万円があった
こと等により、前期比10億１千１百万円増加し26億７
千６百万円となりました。なお、環境対策引当金戻入益
は、従来より当社はポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の撤
去等、環境関連費用の支出に備えるため環境対策引当金
を計上しておりましたが、当社の保有するＰＣＢ汚染物
に関して民間業者での処理が可能となったことを契機に、
処分費用の再見積りをした結果、従来の見積額との差額
を第１四半期連結累計期間において環境対策引当金戻入
益として営業外収益に計上したものであります。
　当期純利益は、特別損失として固定資産除却損１億８
百万円及び関係会社清算損１億４千７百万円等を計上し
ましたが、経常利益が増加したことから、前期比８億９
百万円増加し22億６千４百万円となりました。
　当社単独の業績につきましては、売上高は、前期比23
億６千７百万円減少し66億１千万円となりました。損益
面におきましては、営業利益は、前期比４億４千７百万
円減少し４億４千４百万円となりました。また、経常利
益は、前期比４億３千６百万円増加し15億３千万円とな
り、当期純利益は、前期比１億９千５百万円増加し15億
９千３百万円となりました。
　期末配当につきましては、これまで無配を続け大変ご
迷惑をおかけいたしましたが、抜本的な事業構造改革の
推進等により損益改善及び財務体質の改善が図れたこと
から、１株あたり20円の復配をさせていただきたいと存
じます。
　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27年６月

会社概要（平成27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204名　連結1,010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

大株主（平成27年3月31日現在）

株主名 株式数（株） 持株比率（％）
古河電気工業株式会社 3,847,248 56.50
株式会社みずほ銀行 201,482 2.95
株式会社りそな銀行 149,700 2.19
日本証券金融株式会社 93,400 1.37
大和証券株式会社 56,500 1.25
住友生命保険相互会社 55,400 0.82
株式会社SBI証券 49,300 0.72
朝日生命保険相互会社 47,200 0.69
日本マスタートラスト信託銀行(信託口） 47,100 0.69
三洋貿易株式会社 46,000 0.67

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	 	 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	 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。
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主要製品の売上概況 連結財務諸表（要旨）

単独財務諸表（要旨）

　当社グループは、「電線・デバイス事業」の単一セグメントとして
おりますが、主要製品の概況は以下のとおりです。
　ケーブル・配線材
　　		　プリンター等に使用されるフレキシブルフラットケーブル及び
マイクロウェーブ用同軸ケーブルアセンブリ等ケーブル加工品は
堅調に推移しました。

　　		　鉄道ケーブル及びゲーム機等の電源トランスに使用する三層
絶縁電線は減少しました。

　ヒータ
　　		　自動車向けシート用ヒータ、水道凍結防止用ヒータ加工品は
堅調に推移しました。

　 線材加工品
　　		　コンタクトプローブ、サスペンションワイヤは好調に推移しました。

（単位：百万円）

第95期 第96期 第97期
連結売上高 20,638 18,276 16,963
経常利益 329 1,665 2,676
当期純利益 290 1,455 2,264
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連結貸借対照表� （単位：百万円）

科目 当　期
平成27年3月31日現在

前　期
平成26年3月31日現在

（資産の部） 17,059 16,348

流動資産 8,840 8,770

固定資産 8,218 7,578

　有形固定資産 5,295 5,305

　無形固定資産 87 90

　投資その他の資産 2,834 2,182

資産合計 17,059 16,348

（負債の部） 9,934 9,926

流動負債 4,939 5,671

固定負債 4,995 4,254

（純資産の部） 7,124 6,422

株主資本 6,403 6,406

その他の包括利益累計額 △160 △758

少数株主持分 880 774

負債・純資産合計 17,059 16,348

貸借対照表� （単位：百万円）

科目 当　期
平成27年3月31日現在

前　期
平成26年3月31日現在

（資産の部） 8,270 9,124
流動資産 3,845 4,748
固定資産 4,424 4,375
　有形固定資産 2,327 2,300
　無形固定資産 20 22
　投資その他の資産 2,076 2,053
資産合計 8,270 9,124
（負債の部） 4,692 4,883
流動負債 1,481 2,688
固定負債 3,211 2,195
（純資産の部） 3,577 4,240
株主資本 3,528 4,202
評価・換算差額等 48 38
負債・純資産合計 8,270 9,124
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トウトクインドネシア
（PT.TOTOKU INDONESIA）

紹介

　トウトクインドネシア（PT.TOTOKU	 INDONESIA）は、コイ
ル加工品の製造、販売を目的として、1996年に西ジャワ州プルワ
カルタ県に当社の製造子会社として設立されました。
　プルワカルタ県は、首都ジャカルタの東、約90㎞に位置し、高
速道路網の整備により物流面で有利な地区であるため、日系企業
をはじめ世界各国の企業が進出しており、インドネシアの主要な
工業地帯として発展を続けています。
　トウトクインドネシアは、日系企業のほか、韓国、中国、オー
ストラリアなどの企業86社が進出しているコタブキットインダ
（Kota	 Bukit	 Indah）工場団地内にあり、約850名の従業員が勤
務しています。
　製造品目は、会社設立当時はブラウン管テレビに使用される消
磁コイルがメインでしたが、現在では、プリンター、ファンヒータ、
カーオーディオ等の内部配線用として広範囲に使用されている高
品質なフレキシブルフラットケーブルを製造し、現地及び東南ア
ジアの各地へ提供しています。
　当製品は、断面が長方形の複数の導体をプラスチックフィルム
テープで挟み、熱溶着した、幅６㎜～50㎜、厚さ0.3㎜程度の配
線ケーブルです。柔軟性に優れ、折り曲げ加工も可能であるため、
内部配線の省スペース化により、機器の小型化及び薄型化に寄与
しています。
　これからもお客様のニーズに応えるため、生産性向上、品質向
上に努め、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。

連結損益計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

前　期
平成25年4月��1日から
平成26年3月31日まで

売上高 16,963 18,276
売上原価 13,559 14,722
　売上総利益 3,404 3,553
販売費及び一般管理費 2,232 2,122
　営業利益 1,171 1,431
営業外収益 1,625 448
営業外費用 120 214
　経常利益 2,676 1,665
特別利益 165 314
特別損失 338 372
　税金等調整前当期純利益 2,503 1,607
　法人税、住民税及び事業税 333 144
　法人税等調整額 △184 △25
　少数株主損益調整前当期純利益 2,354 1,489
　少数株主利益 89 33
　当期純利益 2,264 1,455

連結キャッシュ・フロー計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

前　期
平成25年4月��1日から
平成26年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,853 1,627
投資活動によるキャッシュ・フロー △299 957
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,509 △3,245
現金及び現金同等物に係る換算差額 50 132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94 △527
現金及び現金同等物の期首残高 2,738 3,265
現金及び現金同等物の期末残高 2,832 2,738

損益計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

前　期
平成25年4月��1日から
平成26年3月31日まで

売上高 6,610 8,977
売上原価 5,078 7,109
　売上総利益 1,532 1,867
販売費及び一般管理費 1,088 976
　営業利益 444 891
営業外収益 1,132 303
営業外費用 46 100
　経常利益 1,530 1,094
特別利益 91 509
特別損失 155 177
　税引前当期純利益 1,466 1,426
　法人税、住民税及び事業税 △126 28
　当期純利益 1,593 1,398
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工業地帯として発展を続けています。
　トウトクインドネシアは、日系企業のほか、韓国、中国、オー
ストラリアなどの企業86社が進出しているコタブキットインダ
（Kota	 Bukit	 Indah）工場団地内にあり、約850名の従業員が勤
務しています。
　製造品目は、会社設立当時はブラウン管テレビに使用される消
磁コイルがメインでしたが、現在では、プリンター、ファンヒータ、
カーオーディオ等の内部配線用として広範囲に使用されている高
品質なフレキシブルフラットケーブルを製造し、現地及び東南ア
ジアの各地へ提供しています。
　当製品は、断面が長方形の複数の導体をプラスチックフィルム
テープで挟み、熱溶着した、幅６㎜～50㎜、厚さ0.3㎜程度の配
線ケーブルです。柔軟性に優れ、折り曲げ加工も可能であるため、
内部配線の省スペース化により、機器の小型化及び薄型化に寄与
しています。
　これからもお客様のニーズに応えるため、生産性向上、品質向
上に努め、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。

連結損益計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

前　期
平成25年4月��1日から
平成26年3月31日まで

売上高 16,963 18,276
売上原価 13,559 14,722
　売上総利益 3,404 3,553
販売費及び一般管理費 2,232 2,122
　営業利益 1,171 1,431
営業外収益 1,625 448
営業外費用 120 214
　経常利益 2,676 1,665
特別利益 165 314
特別損失 338 372
　税金等調整前当期純利益 2,503 1,607
　法人税、住民税及び事業税 333 144
　法人税等調整額 △184 △25
　少数株主損益調整前当期純利益 2,354 1,489
　少数株主利益 89 33
　当期純利益 2,264 1,455

連結キャッシュ・フロー計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

前　期
平成25年4月��1日から
平成26年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,853 1,627
投資活動によるキャッシュ・フロー △299 957
財務活動によるキャッシュ・フロー △1,509 △3,245
現金及び現金同等物に係る換算差額 50 132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94 △527
現金及び現金同等物の期首残高 2,738 3,265
現金及び現金同等物の期末残高 2,832 2,738

損益計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成26年4月  1日から
平成27年3月31日まで

前　期
平成25年4月��1日から
平成26年3月31日まで

売上高 6,610 8,977
売上原価 5,078 7,109
　売上総利益 1,532 1,867
販売費及び一般管理費 1,088 976
　営業利益 444 891
営業外収益 1,132 303
営業外費用 46 100
　経常利益 1,530 1,094
特別利益 91 509
特別損失 155 177
　税引前当期純利益 1,466 1,426
　法人税、住民税及び事業税 △126 28
　当期純利益 1,593 1,398
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会社の概況
　営業利益は、生産性向上及び原価低減活動を積極的に
推進してまいりましたが、売上高の減少により、前期比
２億６千万円減少し11億７千１百万円となりました。
　経常利益は、環境対策引当金戻入益９億８千２百万円
並びに持分法による投資利益４億５千１百万円があった
こと等により、前期比10億１千１百万円増加し26億７
千６百万円となりました。なお、環境対策引当金戻入益
は、従来より当社はポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の撤
去等、環境関連費用の支出に備えるため環境対策引当金
を計上しておりましたが、当社の保有するＰＣＢ汚染物
に関して民間業者での処理が可能となったことを契機に、
処分費用の再見積りをした結果、従来の見積額との差額
を第１四半期連結累計期間において環境対策引当金戻入
益として営業外収益に計上したものであります。
　当期純利益は、特別損失として固定資産除却損１億８
百万円及び関係会社清算損１億４千７百万円等を計上し
ましたが、経常利益が増加したことから、前期比８億９
百万円増加し22億６千４百万円となりました。
　当社単独の業績につきましては、売上高は、前期比23
億６千７百万円減少し66億１千万円となりました。損益
面におきましては、営業利益は、前期比４億４千７百万
円減少し４億４千４百万円となりました。また、経常利
益は、前期比４億３千６百万円増加し15億３千万円とな
り、当期純利益は、前期比１億９千５百万円増加し15億
９千３百万円となりました。
　期末配当につきましては、これまで無配を続け大変ご
迷惑をおかけいたしましたが、抜本的な事業構造改革の
推進等により損益改善及び財務体質の改善が図れたこと
から、１株あたり20円の復配をさせていただきたいと存
じます。
　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27年６月

会社概要（平成27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204名　連結1,010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

大株主（平成27年3月31日現在）

株主名 株式数（株） 持株比率（％）
古河電気工業株式会社 3,847,248 56.50
株式会社みずほ銀行 201,482 2.95
株式会社りそな銀行 149,700 2.19
日本証券金融株式会社 93,400 1.37
大和証券株式会社 56,500 1.25
住友生命保険相互会社 55,400 0.82
株式会社SBI証券 49,300 0.72
朝日生命保険相互会社 47,200 0.69
日本マスタートラスト信託銀行(信託口） 47,100 0.69
三洋貿易株式会社 46,000 0.67

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	 	 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	 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。
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