
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98期（平成27年４月１日から平成
28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
　当社グループは損益重視の方針に基づき、重点施
策として、品質、コスト、納期の追求及び原価低減
策を推進すること等により損益改善に努めるととも
に、不採算製品からの撤退を進め体質強化を図って
まいりました。また、今後に向けて当社グループの
成長を期すべく、特長ある技術力を活かした新規製
品の開発、新規顧客の開拓、生産体制の構築に経営
資源を投入し、売上拡大に注力してまいりました。
　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、当社単体では鉄道ケー
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６億１千３百万円減少し163億９千６百万円
となりました。
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会社の概況
　営業利益は、ケーブル加工品等の高付加価値製品
の拡販、並びに生産性向上及び原価低減活動を積極
的に推進したことや、銅等の素材価格が下がったこ
とにより、前期比２億９千４百万円増加し15億１
千２百万円となりました。
　経常利益は、前期は環境対策引当金戻入益９億８
千２百万円があったことにより、前期比８億２千２
百万円減少し18億５千４百万円となりました。
　親会社株主に帰属する当期純利益は、特別利益と
して投資有価証券売却益７千８百万円及び固定資産
売却益３千６百万円を計上しましたが、前期は前述
の環境対策引当金戻入益９億８千２百万円及び雪害
による保険金収入１億３百万円があったこと等によ
り、前期比11億１千２百万円減少し11億５千２百
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８千万円減少し65億７千７百万円となりました。
　損益面におきましては、営業利益は、前期比２億
４千２百万円増加し７億３千２百万円となりました。
　また、経常利益は、前期比３億８千４百万円減少
し11億４千６百万円となり、当期純利益は、前期比
２億２千５百万円減少し13億６千８百万円となりま
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、前期末配当より10円増配することとし、１株
あたり30円と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28年6月

会社概要（平成28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207名　連結932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28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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 63,500 0.93
住友生命保険相互会社 55,400 0.81
桜井　昭一 54,200 0.79
大和証券株式会社 53,300 0.78
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 53,200 0.78
朝日生命保険相互会社 47,200 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」の単一セグメントであり
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
　　		　鉄道ケーブル、パソコン等の電源トランスに使用される三層
絶縁電線、プリンター等に使用されるフレキシブルフラットケー
ブルの受注量は、いずれも減少しましたが、マイクロウェーブ用同
軸ケーブルアセンブリ等のケーブル加工品は好調に推移しました。

　ヒータ
　　		　便座用ヒータ等のヒータ加工品の受注量は減少しましたが、
車載用シートヒータは好調に推移しました。

　 線材加工品
　　		　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
ンワイヤの受注量は減少しましたが、スマートフォン等の基板導通検
査治具に使用されるコンタクトプローブは堅調に推移しました。

（単位：百万円）

第96期 第97期 第98期
連結売上高 18,276 17,010 16,396
経常利益 1,665 2,676 1,854
親会社株主に帰属する当期純利益 1,455 2,264 1,152
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連結貸借対照表� （単位：百万円）

科目 当　期
平成28年3月31日現在

前　期
平成27年3月31日現在

（資産の部） 17,468 17,059

流動資産 9,723 8,840

固定資産 7,745 8,218

　有形固定資産 4,998 5,295

　無形固定資産 49 87

　投資その他の資産 2,696 2,834

資産合計 17,468 17,059

（負債の部） 9,670 9,934

流動負債 4,697 4,939

固定負債 4,972 4,995

（純資産の部） 7,798 7,124

株主資本 7,425 6,403

その他の包括利益累計額 △396 △160

非支配株主持分 769 880

負債・純資産合計 17,468 17,059

貸借対照表� （単位：百万円）

科目 当　期
平成28年3月31日現在

前　期
平成27年3月31日現在

（資産の部） 9,461 8,270
流動資産 5,172 3,845
固定資産 4,289 4,424
　有形固定資産 2,321 2,327
　無形固定資産 15 20
　投資その他の資産 1,952 2,076
資産合計 9,461 8,270
（負債の部） 4,665 4,692
流動負債 1,794 1,481
固定負債 2,870 3,211
（純資産の部） 4,796 3,577
株主資本 4,760 3,528
評価・換算差額等 35 48
負債・純資産合計 9,461 8,270
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大容量データ伝送に最適な
極細径USB3.1 Type C ケーブルを開発

　当社は、USB3.1	Type	C	ケーブルの規格に適合したデータ
伝送ケーブルを開発しました。データ伝送における高速化並び
に大容量化への対応に伴い、USB3.1規格の急速な拡大が見込
まれます。当製品は高速伝送に適した当社独自の極細同軸ケー
ブル技術を活かして細径化を実現し、またデータ転送速度、全
周波数帯域における減衰量、伝播時間差においてUSB3.1	
Type	C	ケーブルの規格を満たしています。
【主な特長】
１．他社現行品より断面積比で約15％の細径化を実現
　　		　当社が独自開発した中空構造による同軸ケーブル
「RUOTA（ルオータ）」を採用することにより、ケーブル
の外径は4.4㎜で、他社現行品の外径4.8㎜と比較して断面
積で約15％の細径化を実現しました。

　　		　ケーブルの絶縁体は、一般的にポリエチレンを使用し発
泡させて空気を含有させていますが、当社の「RUOTA」
は中空構造とし電気特性を高めることにより細径化が可能
になり、また絶縁体にフッ素樹脂を使用することにより耐
熱性、耐薬品性にも優れています。

２．USB3.1	Type	C	ケーブルの規格に適合
　　・		10Gビット/秒のデータ転送速度（Gen２）を確保し、

全周波数帯域において減衰量の規格に適合しており、4K
テレビ等の長尺かつ大容量の映像データ伝送に適してい
ます。

　　・		「RUOTA」は、中空構造により全長にわたり誘電率が安
定しているため伝送特性が均一になり、ケーブルを構成
する複数の伝送線の伝播時間差を最大6.5ps/mに低減し
ました。これにより、伝播時間差規格（10ps/m以下）
に適合し、データ伝送の安定性に優れています。

　		　当社はこれからもお客様のニーズに応えるため、技術力と
品質の向上に努め、高付加価値製品の開発に努めてまいります。
　　※「RUOTA」は、当社の登録商標です。

連結損益計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

前　期
平成26年4月��1日から
平成27年3月31日まで

売上高 16,396 17,010
売上原価 12,561 13,566
　売上総利益 3,835 3,443
販売費及び一般管理費 2,322 2,225
　営業利益 1,512 1,218
営業外収益 426 1,578
営業外費用 84 120
　経常利益 1,854 2,676
特別利益 115 165
特別損失 93 338
　税金等調整前当期純利益 1,875 2,503
　法人税、住民税及び事業税 369 333
　法人税等調整額 238 △184
　当期純利益 1,267 2,354
　非支配株主に帰属する当期純利益 115 89
　親会社株主に帰属する当期純利益 1,152 2,264

連結キャッシュ・フロー計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

前　期
平成26年4月��1日から
平成27年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,091 1,853
投資活動によるキャッシュ・フロー △205 △299
財務活動によるキャッシュ・フロー △587 △1,509
現金及び現金同等物に係る換算差額 △25 50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,272 94
現金及び現金同等物の期首残高 2,832 2,738
現金及び現金同等物の期末残高 4,105 2,832

損益計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

前　期
平成26年4月��1日から
平成27年3月31日まで

売上高 6,577 6,610
売上原価 4,719 5,078
　売上総利益 1,858 1,532
販売費及び一般管理費 1,125 1,088
　営業利益 732 444
営業外収益 435 1,132
営業外費用 21 46
　経常利益 1,146 1,530
特別利益 114 91
特別損失 29 155
　税引前当期純利益 1,231 1,466
　法人税、住民税及び事業税 132 △126
　当期純利益 1,368 1,593
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Type	C	ケーブルの規格を満たしています。
【主な特長】
１．他社現行品より断面積比で約15％の細径化を実現
　　		　当社が独自開発した中空構造による同軸ケーブル
「RUOTA（ルオータ）」を採用することにより、ケーブル
の外径は4.4㎜で、他社現行品の外径4.8㎜と比較して断面
積で約15％の細径化を実現しました。

　　		　ケーブルの絶縁体は、一般的にポリエチレンを使用し発
泡させて空気を含有させていますが、当社の「RUOTA」
は中空構造とし電気特性を高めることにより細径化が可能
になり、また絶縁体にフッ素樹脂を使用することにより耐
熱性、耐薬品性にも優れています。

２．USB3.1	Type	C	ケーブルの規格に適合
　　・		10Gビット/秒のデータ転送速度（Gen２）を確保し、

全周波数帯域において減衰量の規格に適合しており、4K
テレビ等の長尺かつ大容量の映像データ伝送に適してい
ます。

　　・		「RUOTA」は、中空構造により全長にわたり誘電率が安
定しているため伝送特性が均一になり、ケーブルを構成
する複数の伝送線の伝播時間差を最大6.5ps/mに低減し
ました。これにより、伝播時間差規格（10ps/m以下）
に適合し、データ伝送の安定性に優れています。

　		　当社はこれからもお客様のニーズに応えるため、技術力と
品質の向上に努め、高付加価値製品の開発に努めてまいります。
　　※「RUOTA」は、当社の登録商標です。

連結損益計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

前　期
平成26年4月��1日から
平成27年3月31日まで

売上高 16,396 17,010
売上原価 12,561 13,566
　売上総利益 3,835 3,443
販売費及び一般管理費 2,322 2,225
　営業利益 1,512 1,218
営業外収益 426 1,578
営業外費用 84 120
　経常利益 1,854 2,676
特別利益 115 165
特別損失 93 338
　税金等調整前当期純利益 1,875 2,503
　法人税、住民税及び事業税 369 333
　法人税等調整額 238 △184
　当期純利益 1,267 2,354
　非支配株主に帰属する当期純利益 115 89
　親会社株主に帰属する当期純利益 1,152 2,264

連結キャッシュ・フロー計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

前　期
平成26年4月��1日から
平成27年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,091 1,853
投資活動によるキャッシュ・フロー △205 △299
財務活動によるキャッシュ・フロー △587 △1,509
現金及び現金同等物に係る換算差額 △25 50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,272 94
現金及び現金同等物の期首残高 2,832 2,738
現金及び現金同等物の期末残高 4,105 2,832

損益計算書� （単位：百万円）

科目 当　期
平成27年4月  1日から
平成28年3月31日まで

前　期
平成26年4月��1日から
平成27年3月31日まで

売上高 6,577 6,610
売上原価 4,719 5,078
　売上総利益 1,858 1,532
販売費及び一般管理費 1,125 1,088
　営業利益 732 444
営業外収益 435 1,132
営業外費用 21 46
　経常利益 1,146 1,530
特別利益 114 91
特別損失 29 155
　税引前当期純利益 1,231 1,466
　法人税、住民税及び事業税 132 △126
　当期純利益 1,368 1,593
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会社の概況
　営業利益は、ケーブル加工品等の高付加価値製品
の拡販、並びに生産性向上及び原価低減活動を積極
的に推進したことや、銅等の素材価格が下がったこ
とにより、前期比２億９千４百万円増加し15億１
千２百万円となりました。
　経常利益は、前期は環境対策引当金戻入益９億８
千２百万円があったことにより、前期比８億２千２
百万円減少し18億５千４百万円となりました。
　親会社株主に帰属する当期純利益は、特別利益と
して投資有価証券売却益７千８百万円及び固定資産
売却益３千６百万円を計上しましたが、前期は前述
の環境対策引当金戻入益９億８千２百万円及び雪害
による保険金収入１億３百万円があったこと等によ
り、前期比11億１千２百万円減少し11億５千２百
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８千万円減少し65億７千７百万円となりました。
　損益面におきましては、営業利益は、前期比２億
４千２百万円増加し７億３千２百万円となりました。
　また、経常利益は、前期比３億８千４百万円減少
し11億４千６百万円となり、当期純利益は、前期比
２億２千５百万円減少し13億６千８百万円となりま
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、前期末配当より10円増配することとし、１株
あたり30円と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28年6月

会社概要（平成28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207名　連結932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28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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 63,500 0.93
住友生命保険相互会社 55,400 0.81
桜井　昭一 54,200 0.79
大和証券株式会社 53,300 0.78
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 53,200 0.78
朝日生命保険相互会社 47,200 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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