
平成 18年 3月期    個別財務諸表の概要
平成 18年 5月 11日

上　場　会　社　名       古河電気工業株式会社 上場取引所　 東 大 名

コード番号       5801 本社所在都道府県

(URL http://www.furukawa.co.jp/) 東京都

代　　表　　者 役職名　取　締　役　社　長 氏名　石原　廣司　　　　
問合せ先責任者 役職名　取　締　役　Ｃ　Ｆ　Ｏ 氏名　櫻　日出雄　　　　 TEL (03) 3286 - 3050
決算取締役会開催日 平成 18年 5月 11日 中間配当制度の有無　　　有

定時株主総会開催日 平成 18年 6月 29日 単元株制度採用の有無　　有（ 1単元 1,000株）

配当支払開始予定日 平成 18年 6月 30日

１. 18年 3月期の業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日） （百万円未満切捨）
(1)経営成績

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期　　 382,468     12.1 11,381 － 14,017 1,506.3
17年 3月期　　 341,077 △ 10.5 △ 1,888 － 872 －

百万円 ％　 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年 3月期　　 9,360 △ 13.4 13  57  13  56     6.5     2.4     3.7
17年 3月期　　 10,810        － 16  49  15  45     8.4     0.1     0.3

(2)配当状況
１株当たり年間配当金 配当金総額 配当性向 株主資本

中間 期末 （年間） 配当率
円　銭　　 円　銭　　 円　銭　　 百万円 ％ ％

18年 3月期　　 3　00 0　00 3　00 2,117 22.1 1.3
17年 3月期　　 0　00 0　00 0　00      －    －   －

(3)財政状態

百万円 　 百万円 　 ％　　 円　　銭

18年 3月期　　 27.0 225   08
17年 3月期　　 23.2 198   10

２. 19年 3月期の業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
　 売　上　高 経常利益 当期純利益 1株当たり年間配当金

中間 期末
百万円 百万円 百万円 円  　銭 円  　銭 円 　 銭 

中間期 200,000 4,800000 3,300 2　50     －      －
通　期 410,000 10,000000 7,000     － 2　50 5　00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   9 円　92 銭 

*上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る
*本資料発表日現在における仮定を前提としています。
*実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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総 資 産 株主資本 株主資本比率
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経常利益率

売 上 高 営業利益 経常利益
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(注)①期中平均株式数   18年3月期 普通株式 689,856,972 株 劣後株式　 － 株

17年3月期 普通株式 655,566,362 株 劣後株式 333,333 株

(注)②会計処理の方法の変更　　 有

(注)③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(注)①期末発行済株式数 18年3月期　 普通株式 705,857,229 株 劣後株式　 　　　　－ 株

17年3月期　 普通株式 655,550,287 株 劣後株式　 4,000,000 株

(注)②期末自己株式数 18年3月期　 普通株式 100,950 株 劣後株式 　　　　－ 株

17年3月期　 普通株式 90,315 株 劣後株式 　　　　－ 株
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比較貸借対照表  

（単位：百万円）  

 

科目 

前期 

17.3.31 

現在 

（Ａ） 

当期 

18.3.31 

現在 

（Ｂ） 

増減 

 

 

（Ｂ-Ａ）

科目 

前期 

17.3.31 

現在 

（Ａ） 

当期 

18.3.31 

現在 

（Ｂ） 

増減 

 

 

（Ｂ-Ａ）

 （資産の部）       （負債の部）       

流動資産 190,512 199,133 8,621 流動負債 181,525 201,811 20,286

 現金及び預金 4,252 3,810 △ 442 支払手形 1,214 1,429 214

 受取手形 8,112 10,506 2,394 買掛金 69,900 71,664 1,764

 売掛金 87,355 111,741 24,385 短期借入金 55,984 34,405 △ 21,578

 たな卸資産 30,157 25,010 △ 5,146 ｺﾏｰｼｬﾙ・ﾍﾟｰﾊﾟｰ 5,000 1,000 △ 4,000

 繰延税金資産 10,726 8,907 △ 1,819 未払費用 25,828 17,840 △ 7,988

 短期貸付金 12,936 10,890 △ 2,045 社債 － 52,000 52,000

 未収入金 33,821 24,195 △ 9,625 預り担保金 11,000 － △ 11,000

 その他 3,901 4,868 967 製品補償引当金 － 3,167 3,167

 貸倒引当金 △ 753 △ 799 △ 46 その他 12,598 20,303 7,705

      

    固定負債 248,264 227,573 △ 20,690

    社債 90,000 58,000 △ 32,000

固定資産 369,140 389,129 19,988 長期借入金 112,000 109,745 △ 2,254

 有形固定資産 95,895 99,821 3,926 繰延税金負債 753 12,606 11,853

 建物 41,440 40,271 △ 1,169 退職給付引当金 41,765 39,104 △ 2,660

 機械及び装置 32,459 27,827 △ 4,631 役員退職慰労引当金 890 1,047 156

 土地 10,713 22,355 11,642 環境対策引当金 － 1,442 1,442

 建設仮勘定 4,533 2,984 △ 1,548 その他 2,854 5,627 2,772

 その他 6,748 6,382 △ 365   

     負債合計 429,789 429,385 △ 404

       

     （資本の部）  

 無形固定資産 6,525 5,536 △ 988 資本金 69,233 69,312 78

     資本剰余金 21,105 21,183 78

      資本準備金 21,105 21,183 78

 投資その他の資産 266,719 283,770 17,050  その他資本剰余金 － 0 0

 投資有価証券 89,861 113,720 23,859 利益剰余金 10,810 18,569 7,758

 関係会社株式 93,872 88,514 △ 5,358  当期未処分利益 10,810 18,569 7,758

 関係会社出資金 15,067 13,674 △ 1,393   

 関係会社長期貸付金 73,878 76,214 2,336 その他有価証券  

 その他 13,745 10,124 △ 3,620   評価差額金 28,751 49,857 21,105

 貸倒引当金 △ 19,705 △ 18,477 1,227 自己株式 △ 38 △ 45 △ 6

      資本合計 129,863 158,877 29,014

  資産合計 559,652 588,262 28,610  負債・資本合計 559,652 588,262 28,610
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比較損益計算書 
（単位：百万円） 

前期 当期 増減 

自16.4. 1 自17.4. 1   

至17.3.31 至18.3.31   
    科目 

（Ａ） （Ｂ） （Ｂ-Ａ） 

     
   売上高 341,077 382,468 41,391
   売上原価 296,697 328,746 32,049

   売上総利益 44,380 53,721 9,341
   販売費及び一般管理費 46,268 42,339 △ 3,928

   営業利益又は営業損失（△） △ 1,888 11,381 13,270
      
   営業外収益 9,057 9,178 120

     受取利息及び配当金 8,428 8,722 294
     雑収入 629 455 △ 173
      
   営業外費用 6,296 6,542 246

     支払利息 5,306 5,027 △ 279
     雑損失 989 1,514 525
      

   経常利益 872 14,017 13,144
      
   特別利益 65,456 30,771 △ 34,684

    固定資産処分益 11,208 4,969 △ 6,239
    投資有価証券売却益 42,349 20,718 △ 21,630
    関係会社特別配当金 5,437 3,832 △ 1,604
    その他 6,460 1,250 △ 5,210
      
   特別損失  46,092 28,841 △ 17,251

    固定資産処分損 4,996 1,655 △ 3,341
    減損損失 － 10,244 10,244
    関係会社株式評価損 6,093 5,925 △ 168
    株式交換損 4,924 － △ 4,924
    貸倒引当金繰入額 16,458 883 △ 15,575
    事業構造改革費 4,394 － △ 4,394
    製品補償費用 1,811 3,610 1,799
    その他 7,413 6,522 △ 890
      

   税引前当期純利益 20,236 15,947 △ 4,288
   法人税、住民税及び事業税 2,176 8,460 6,283
   法人税等調整額 7,249 △ 1,872 △ 9,122

      
   当期純利益 10,810 9,360 △ 1,450
   前期繰越利益 － 10,810 10,810
   合併による抱合株式消却損 － 1,601 1,601
   当期未処分利益 10,810 18,569 7,758
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（別紙） 

役員・執行役員の異動及び委嘱業務のお知らせ 
平成１８年６月２９日付 
 

(1) 新任取締役候補者及び委嘱予定 （ ）内は現在の役職 
常務取締役兼執行役員常務 中野 耕作  （執行役員常務  金属カンパニー長）  
ＣＰＯ兼ＣＴＯ兼 
研究開発本部長  
取締役兼執行役員     氏平 親正  （執行役員  金属カンパニー副カンパニー長兼 
金属カンパニー長                   同カンパニー企画管理部長） 
取締役兼執行役員     上倉 康弘  （執行役員  情報通信カンパニー  
情報通信カンパニー長                 副カンパニー長（技術統括）） 

 

(2) 退任予定取締役 （ ）内は退任後の役職 
取締役副社長兼      奥田 志郎  （当社顧問就任予定） 
執行役員副社長  
常務取締役兼執行役員常務 黒川 通豊  （古河オートモーティブパーツ株式会社  

副社長就任予定） 
     

(3) 新任監査役候補者 （ ）内は現在の役職 
監査役（常勤）      竹内 浄   （執行役員常務  CTO 兼研究開発本部長） 

 
(4) 退任予定監査役 （ ）内は退任後の役職 

監査役（常勤）      矢吹 薫   （東京特殊電線株式会社執行役員就任予定） 
    
(5) 退任予定執行役員 （ ）内は退任後の役職 

執行役員常務          小倉 俊次郎 （古河総合設備株式会社入社予定） 
執行役員         橋本 四郎  （理研電線株式会社代表取締役社長就任予定） 

 
(6) 昇格内定及び委嘱予定 （ ）内は現在の役職 

取締役副社長兼      和田 紘   （専務取締役兼執行役員専務  
執行役員副社長  ＣＡＯ                    情報通信カンパニー長） 
専務取締役兼執行役員専務 北野谷 惇  （常務取締役兼執行役員常務  
電装・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｶﾝﾊﾟﾆｰ長                 電装・ｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽｶﾝﾊﾟﾆｰ長）  
専務取締役兼執行役員専務 吉田 政雄  （常務取締役兼執行役員常務  ＣＭＯ兼 
ＣＭＯ兼輸出管理室長兼                      輸出管理室長） 
ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業機材ｶﾝﾊﾟﾆｰ長  
常務取締役兼執行役員常務 櫻 日出雄  （取締役兼執行役員  ＣＦＯ兼経理部長） 
ＣＦＯ兼経理部長 

 
(7) 補欠監査役候補者 （ ）内は現在の役職 

補欠監査役        頃安 健司  （当社顧問弁護士） 
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新任取締役候補者の略歴 

中野 耕作（なかの こうさく） 
昭和２１年８月３０日生    愛媛県出身 満５９歳 

 
昭和４９年 ３月 早稲田大学大学院 理工学研究科金属工学科  博士課程修了 

 同年 ４月 古河電気工業株式会社入社  
平成 ６年 ７月 金属事業本部日光第一製造部長 
平成 ８年 ９月 金属事業本部日光第二製造部長 
平成 ９年１０月 金属事業本部日光伸銅工場長  
平成１２年１０月 金属カンパニー技術部長 
平成１３年 ６月 取締役  金属カンパニー副カンパニー長 
平成１５年 ６月 執行役員常務  金属カンパニー長 

 
氏平 親正（うじひら  ちかまさ） 
 昭和２６年１０月１６日生   岡山県出身 満５４歳 

 

   昭和４９年 ３月     関西学院大学商学部卒業 

      同年 ４月     古河電気工業株式会社入社 

   平成１３年 ２月     金属カンパニー企画管理部長 

   平成１７年 ６月     執行役員 金属カンパニー企画管理部長 

     同年 ９月     執行役員 金属カンパニー副カンパニー長 

 
上倉 康弘 （かみくら やすひろ） 

 昭和２６年１２月２６日生   東京都出身 満５４歳 

  

昭和５０年 ３月     東京大学工学部電気工学科卒業 

同年 ４月     古河電気工業株式会社入社 

平成 ９年 ３月     研究開発本部光技術研究所光線路開発部長 

平成１１年 ９月     光通信事業部技術部長 

平成１２年 ４月    オプトコム事業部技術部長 

平成１３年 ９月    知的財産部技術法務室長  

平成１４年 ３月    知的財産部特許戦略企画室長 

平成１５年 １月     知的財産部（特許戦略ユニット）シニアマネージャー 

同年 ６月    知的財産部長 

平成１６年 ４月     情報通信カンパニー(技術統括) 

平成１７年 ６月     執行役員 情報通信カンパニー副カンパニー長(技術統括） 
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新任監査役候補者の略歴 

 
竹内 浄（たけうち きよし） 

昭和２１年１１月１５日生   兵庫県出身 満５９歳 

 
昭和４４年 ３月 京都大学工学部機械工学科卒業 

同年 ４月 古河電気工業株式会社入社  
平成 ７年 ６月 設備部設備開発部長  
平成１０年 ５月 設備部生産技術開発センター長 
平成１１年 ６月 取締役  設備部長  
平成１４年 ６月 取締役  経営企画室長 
平成１５年 ６月 常務取締役兼執行役員常務 米国光事業推進室長 
平成１６年 ６月 執行役員常務  Furukawa Electric North America,Inc.社長 

同年１１月 執行役員常務  OFS Fitel, LLC 会長 兼 CEO 兼  
OFS BrightWave, LLC会長 兼 CEO  

平成１７年１２月 執行役員常務ＣＴＯ兼研究開発本部長 

 

補欠監査役候補者の略歴 

 
頃安 健司（ころやす けんじ） 

昭和１７年４月１６日生     岡山県出身 満６４歳 

 
昭和４０年 ３月 東京大学法学部卒業 
昭和４２年 ４月 検事任官  
平成 ５年 ４月 最高検察庁検事  

同年１２月 大津地方検察庁検事正  
平成 ８年 １月 法務省官房長  
平成 ９年１２月 最高検察庁総務部長  
平成１１年 ４月 最高検察庁刑事部長  

同年１２月 法務総合研究所長 
平成１３年 ５月 札幌高等検察庁検事長  
平成１４年 ６月 名古屋高等検察庁検事長 
平成１５年 ２月 大阪高等検察庁検事長  
平成１６年 ７月 東京永和法律事務所入所 
   同年 ８月 株式会社ベルシステム24 取締役（現職） 
平成１７年 ３月 株式会社平和監査役（現職） 

同年 ６月 東海旅客鉄道株式会社取締役（現職） 
同年 同月 三井住友海上保険株式会社取締役（現職） 

 
                                                                       以上 

 
 

 



古河電気工業株式会社（単独） 

-    - 27

 

利益処分案  

（単位：百万円）  
 前期 

自 16.4. 1 

至 17.3.31 

当期 

自 17.4. 1 

至 18.3.31 

    

当期未処分利益 10,810  18,569  

    

    

    

（これを次のとおり処分します。）    

    

配当金 －  2,117  

（一株につき） (－)  (3円00銭)  

    

役員賞与金 －  24  

（うち監査役賞与金） (－)  (3)  

    

    

    

次期繰越利益 10,810  16,426  
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重要な会計方針 

１．有価証券の評価基準及び評価方法  

（1）満期保有目的債券 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 原価法 

（2）子会社株式及び関連会社株式 ・・・・・・・・ 移動平均法による原価法 

（3）その他有価証券  

時価のあるもの ・・・・・・・・・・・・・・ 決算日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの ･･･････････････ 移動平均法による原価法 

  

２．デリバティブの評価基準及び評価方法 ・･････ 時価法 

  

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 ・・・・・・ 総平均法に基づく原価法 

  

４．固定資産の減価償却の方法  

（1）有形固定資産  

①建物（建物附属設備を除く） ・･･･････ 定額法 

②建物（建物附属設備を除く）以外 ・･･ 定率法 

但し、千葉事業所素材工場、三重事業所素材工場・伸銅工場、大阪事業所、日光事

業所は定額法による。 

（2）無形固定資産 ･････････････････････････ 定額法 

なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基

づく定額法による。 

（3）長期前払費用 ････････････････････････ 均等償却 

  

５．繰延資産の処理方法  

（1）新株発行費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支出時に全額費用として処理している。 

   （2）社債発行費 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支出時に全額費用として処理している。 

  

６．引当金の計上基準  

   （1）貸倒引当金 ・・････････････････････････ 金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を検討し、回収不能見込額を

計上している。 

（2）退職給付引当金 ･･････････････････････ 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、

数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一

定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理

する。 

（3）役員退職慰労引当金 ･･････････････････ 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上してい

る。 

（4）製品補償引当金 ･･････････････････・・・・ 製品の品質に関する補償費用の支出に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計

上している。 

（5）環境対策引当金 ･･････････････････・・・・ ポリ塩化ビフェニル(PCB) の撤去等の環境関連費用の支出に備えるため、今後発生

すると見込まれる金額を計上している。 

  

７．収益の計上基準 ･････････････････････・・・・・・ 一部の長期大型工事（工期が一年を越え、かつ請負金額が原則として１０億円以上）

については、工事進行基準を採用している。 

  

８．リース取引の処理方法 ･････････････････････ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 

  

９．ヘッジ会計の方法  

    ①ヘッジ会計の方法 ・・･･････・･･･････････ 繰延ヘッジ処理を採用している。 

なお、為替予約については振当処理の要件を満たしているものは振当処理を採用し

ている。 

    ②ヘッジ手段とヘッジ対象 ･･････････････ ＜ヘッジ手段＞ 

金利スワップ ・・・・・・・・・ 

為替予約 ・・・・・・・・・・・・ 

地金先物取引 ・・・・・・・・ 

＜ヘッジ対象＞ 

借入金 

外貨建売掛債権、外貨建買入債務等 

原材料 

    ③ヘッジ方針 ・・・・･･･････････････････････ 借入債務、確定的な売買契約等に対し、金利変動、為替変動及び原材料価格変動

等のリスクを回避することを目的としてヘッジを行っている。 
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    ④ヘッジ有効性評価の方法 ・・･･･････････ ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動

またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を

評価している。 

  

10．消費税等の会計処理方法 ・･････････････････ 税抜処理を採用している。 

  

11．連結納税制度の適用…･･･････････････････・・ 連結納税制度を適用している。 

 

会計方針の変更 

1. たな卸資産の評価方法の変更 

従来、銅等の主要原材料の評価基準及び評価方法については後入先出法に基づく原価法を採用していたが、当期より総平

均法に基づく原価法に変更している。 

この変更は、近年における銅等の主要原材料の市場価格変動をたな卸資産の貸借対照表価額に反映させることにより、財政

状態をより適切に表示するために行ったものである。 

この結果、従来と同一の方法によった場合と比較して、たな卸資産は1,605百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は同額増加している。 

 

2. 固定資産の減損に係る会計基準 

当期より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平

成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平成15年10月31日）を適用

している。これにより税引前当期純利益は10,244百万円減少している。 

なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除している。 

 

注記事項 

 ＜当期＞ ＜前期＞ 

 百万円 百万円 

１．有形固定資産の減価償却累計額 255,186 247,248 

   

２．受取手形裏書譲渡高   5,866  5,516 

   

３．保証債務総額  28,536 30,877 

  （うち当社負担額）  （27,474） （30,097） 

   

リース取引 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略している。 

 

有価証券 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの（当期末 平成18年3月31日現在） 

 

 貸借対照表計上額 時価 差額 

 百万円 百万円 百万円  

子会社株式 28,771 90,938 62,166 

関連会社株式  4,080  5,591  1,511 

 


