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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 42,928 △17.7 △1,475 ― △1,904 ― △2,872 ―

20年3月期 52,137 8.2 818 △24.0 312 △77.8 △867 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △65.05 ― △34.0 △5.6 △3.4

20年3月期 △19.63 ― △7.7 0.8 1.6

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △177百万円 20年3月期  81百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 28,250 6,842 22.0 140.85
20年3月期 40,217 11,434 26.6 242.04

（参考） 自己資本   21年3月期  6,218百万円 20年3月期  10,689百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 29 1,462 △1,432 3,405
20年3月期 3,101 △896 △2,642 3,753

2.  配当の状況 

(注）21年3月期期末配当金につきましては、5月29日に決定予定としております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
21年3月期 ― 0.00 ― ― ― ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

17,000 △31.4 △150 ― △350 ― △2,000 ― △45.30

通期 35,000 △18.5 500 ― 150 ― △1,700 ― △38.50



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる事項」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、28ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 44,278,359株 20年3月期 44,278,359株

② 期末自己株式数 21年3月期  127,203株 20年3月期  114,048株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 35,923 △14.5 △1,761 ― △1,626 ― △2,802 ―

20年3月期 42,037 6.8 189 △47.2 20 △98.5 △815 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 △63.38 ―

20年3月期 △18.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期 23,029 5,698 24.7 128.91
20年3月期 32,536 8,569 26.3 193.80

（参考） 自己資本 21年3月期  5,698百万円 20年3月期  8,569百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※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に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因により業績予想と異なる結
果となり得ることをご承知おきください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

14,000 △33.9 △200 ― △250 ― △1,900 ― △42.97

通期 29,000 △19.3 300 ― 100 ― △1,750 ― △39.58



1.経営成績 

（１） 経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国に端を発したサブプライムローン問題を背

景として弱含みでスタートしましたが、9 月以降は世界的な金融・資本市場の混乱や急激

な円高の進行、株価の下落により景気後退色が顕著となり、第４四半期においては輸出の

減少が設備投資の落ち込みや雇用の悪化、個人消費の減退を招き、急激に景気が悪化しま

した。世界経済においても、金融不安や株安は世界的な広がりを見せ、アメリカ、ヨーロ

ッパ、アジアいずれも景気が後退し、世界同時不況の様相を呈しました。 

このような環境のもと、当社グループは、中期経営計画で策定した各事業の開発戦略、

市場・顧客戦略、グローバル戦略に基づき、新製品の開発、新市場の開拓、売上拡大、品

質向上並びにコスト低減に取り組んでまいりました。期首には、国内の各事業が有する製

品開発力や生産技術力等の面で一層の相乗効果を高めるため一部事業部門の再編成を行

い、事業所間において生産場所を再配置して効率的な生産体制の構築を図ってまいりまし

た。海外においては、中国にある巻線、ヒータ線、ケーブル加工品の製造販売子会社の生

産体制を強化しました。また、財務面においては、固定資産の売却により資産の有効活用

と有利子負債の圧縮を実施し、財務体質の改善を図りました。 

しかしながら、当社グループの主な需要先であるエレクトロニクス業界及び自動車産業

においては、世界的な景気後退を受けて市場全体が冷え込み、在庫調整から大きく需要が

減少いたしました。さらに、急激に円高が進行したこと等により当社の売上高は大幅に減

少しました。こうした事態に対処すべく、緊急損益改善施策として生産体制再構築及び経

費削減等に努めてまいりましたが、収益減少を補えず損益は大幅に悪化しました。 

当連結会計年度の業績につきましては、需要の減少と円高により売上高は電線及び電線

加工品、電子機器・部品のセグメントで減少して、前期比 17.7％減の 429 億 2 千 8 百万円

となりました。損益面におきましては、売上高の大幅な減少に対して固定費の削減が追い

つかず、営業損益は前期比 22 億 9 千 3百万円悪化して 14 億 7 千 5百万円の営業損失とな

り、配当収入の減少や、台湾の巻線を製造販売する持分法適用関係会社の業績が悪化した

ことによる持分法による投資損失の発生などにより、経常損益は前期比 22 億 1 千 6 百万

円悪化して 19 億 4 百万円の経常損失となりました。また、固定資産売却益を 4 億 6 千 4

百万円計上いたしましたが、繰延税金資産の取崩により法人税等調整額を 11 億 4 千 5 百

万円計上した結果、当期純損益は前期比 20 億 5 百万円悪化して 28 億 7 千 2百万円の当期

純損失となりました。 

 

事業セグメントごとの業績の概況は以下のとおりです。 

（電線及び電線加工品） 

携帯電話やデジタル家電などのコイル部品に使用される付加価値の高い自己融着線を

はじめ巻線製品全体の受注が事業年度当初より低調であり、第 3四半期以降大きく減少し

たこと、またヒータ線及びヒータ加工が低調であったこと、第 3四半期までは堅調に推移

していた三層絶縁電線、鉄道用通信ケーブルといったケーブル・配線材や、薄型テレビ用

内部配線材などのケーブル加工品も価格の下落と景気後退の影響を受け受注が減少した

ことから、電線及び電線加工品全体では、売上高は前期比 18.1％減の 226 億 2 千 8 百万

円となりました。営業損益は特に巻線事業において、売上高の減少により生産高が落ち込



み損益を圧迫したことが大きく影響して、前期比 15 億 3千 5百万円悪化して 12 億 8百万

円の営業損失となりました。 

（光部品・機器） 

米国や欧州の需要が堅調に推移したことに加え、国内の高速・大容量通信における光通

信への設備投資が拡大したことにより光アンプ及び光加工品の売上が第３四半期まで好

調に推移し、第 4 四半期において受注が減少しましたが、売上高は前期比 35.8％増の 51

億 1 千 5百万円となりました。営業費用が増加したことにより営業損益は前期比 4千 9百

万円悪化して 2千 4百万円の営業損失となりました。 

（電子機器・部品） 

ハードディスクドライブ用コイル加工品は、景気後退による消費低迷から在庫調整など

により受注数量が減少したことに加え、販売価格の低下と円高により売上高は減少しまし

た。自動車用基板加工も自動車産業の生産減少の影響を受け受注が減少しました。また、

医用画像表示用高精細ディスプレイは、事業年度当初は国内において画像診断に対する需

要が高まり、売上が増加傾向にありました。しかし景気後退の影響から第 3四半期後半受

注が減少し、また海外市場においても受注の減少と円高により売上高が減少したことから、

電子機器・部品全体では、売上高は前年同期比 26.7％減の 153 億 2 百万円となり、営業損

益は前年同期比 7億 8百万円減少して 2億 4千 2百万円の営業損失となりました。 

 

（次期の見通し） 

今後の経済情勢につきましては、世界的な景気後退は深刻度を増しており本格的な回復

の見通しは不透明な状況が続いています。当社グループをとりまく経営環境は、受注の減

少に加え、製品価格の低下等により厳しい事業環境が続くものと見込まれます。 

当社グループといたしましては、このような事業環境においても収益確保ができるよう、

お客様の満足度を高める製品、市場のニーズに対応した製品の開発並びに国内外の生産拠

点において一層の生産効率化と原価低減に徹底して取り組むとともに、損益改善施策の継

続、不採算事業からの撤退等の事業構造改革に取り組むことにより収益改善を図ってまい

ります。 

以上の状況により、次期の業績見通しにつきましては以下のとおり見込んでおります。 

  売上高    営業利益      経常利益    当期純利益 

連結  35,000 百万円   500 百万円    150 百万円  △1,700 百万円

単体  29,000 百万円   300 百万円    100 百万円  △1,750 百万円   

為替レートは、1ドル:95 円を想定しております。 

なお、平成 21 年 4 月 27 日に公表した「巻線事業譲渡及び人員削減の実施に関するお

知らせ」において、早期退職者募集に伴う特別加算金等の引当により特別損失が平成 21

年 3 月期に発生する見込みとしておりましたが、次期（平成 22 年 3 月期）に約 1,600

百万円計上する見込みとなりました。また、巻線事業譲渡に伴い譲渡価額と譲渡資産の

帳簿価額との差額により特別利益を約 500 百万円計上する見込みでありますが、不要と

なる生産設備等固定資産の除却等により特別損失を約 600 百万円計上する見込です。 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況  

当連結会計年度末の総資産は 282 億 5 千万円となり、前連結会計年度末と比較して 119



億 6 千 7 百万円減少いたしました。流動資産は 151 億 6 千 2 百万円となり、64 億 7 千 5

百万円減少いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少 48 億 7 千 6百万円に

よるものであります。固定資産は 130 億 8 千 8 百万円となり、54 億 9 千 2 百万円減少い

たしました。これは主に、固定資産の売却等により有形固定資産が 37 億 5 千 5百万円減

少したことと、投資有価証券の減少 9 億 1 千 8 百万円および繰延税金資産の減少 7 億 5

千 7百万円等によるものであります。 

当連結会計年度末の負債合計は 214 億 7 百万円となり、前連結会計年度末と比較して 73

億 7 千 5 百万円減少いたしました。流動負債は 148 億 7 千 9 百万円となり、65 億 7 千 5

百万円減少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金の減少 42 億 8 千 4百万円に

よるものであります。固定負債は 65 億 2 千 8 百万円となり、7 億 9 千 9 百万円減少いた

しました。これは主に、長期借入金の減少 7億 4千 2百万円によるものであります。 

当連結会計年度末の純資産は 68 億 4 千 2 百万円となり、前連結会計年度末と比較して

45 億 9 千 2百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余金の減少 22 億 8 千 5百万円

と、為替換算調整勘定の減少 15 億 5 百万円によるものであります。 

②キャッシュフローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比較し 3億 4千

8百万円減少し、34 億 5百万円となりました。 

営業活動の結果増加した資金は 2千 9百万円（前連結会計年度は 31 億 1 百万円の増加）

となりました。これは主に税金等調整前当期純損失 16 億 8 千 8百万円及び仕入債務の減

少額 36 億 7 千 8 百万円ではありましたが、減価償却費 17 億 9 千 1 百万円及び売上債権

の減少額 41 億 1 千 6百万円により資金が増加したことを反映したものであります。 

投資活動の結果増加した資金は 14 億 6 千 2 百万円（前連結会計年度は 8 億 9 千 6 百万

円の減少）となりました。これは主に有形固定資産の売却による収入 34 億 4 千 8百万円

等による資金の増加を反映したものであります。 

財務活動の結果減少した資金は 14 億 3 千 2百万円（前連結会計年度は 26 千 4 千 2百万

円の減少）となりました。これは主に長期借入れによる収入 23 億 9 千 3 百万円により資

金が増加しましたが、長期借入金の返済による支出 29 億 9 千 3 百万円と短期借入金の純

減少額 7億 9千 3百万円等により資金が減少したことを反映したものであります。 

（キャッシュフロー関連指標の推移） 
 

第８７期 第８８期 第８９期 第９０期 第９1 期 
 

平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

自己資本比率（％） 27.8 27.4 28.1 26.6 22.0 

時価ベースの自己資本比率（％） 27.8 25.6 23.7 12.0 14.2 

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年） 18.2 16.6 11.2 4.6 430.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 3.1 3.2 4.1 8.1 0.1 

 
（注） 自己資本比率：自己資本／総資産    

  時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産   

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー   

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 



        

  

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

３．営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

す。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象にしてお

ります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、収益状況、財務体質、今後の事業展開等を総合的に考慮して、

安定的な配当を実現し、効率的な経営基盤を確立すべく、株主利益と資本効率の均衡を追

求することを基本方針としております。また、内部留保資金の使途につきましては、生産

効率向上、品質改善、新製品開発などに活用し、企業体質の強化及び企業価値向上に努め

てまいります。 

また、平成 21 年 3 月期の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、無配とさせて頂きます。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回復に努める所存でござい

ますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
 
（４）事業等のリスク 

当社グループの業績、財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクとしては、以下の

ものがあります。 

なお、これらは当社グループ事業に関するすべてのリスクを網羅したものではありませ

ん。今後の社会・経済情勢の変動等により発生し得るリスクを含め、各部門において事前

にリスク分析、並びに対応策の検討を行うこと等により問題発生の未然防止の徹底を図る

とともに、リスク発生時における影響を 小化するよう努めてまいります。 

①市場動向の変化について 

経済情勢や景気動向の変化、並びに製品市場の変化や個人消費動向の変化は、当社グ

ループの業績に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、昨年後半からの世界的な景気

後退に伴い個人消費や企業の設備投資が急速に冷え込み、その影響を受け当社は受注が

大幅に落ち込み、売上高の著しい減少と重要な営業損失の計上を余儀なくされました。

こうした厳しい状況は本格的な景気回復の局面を迎えるまで続くことが予想されます。 

②原材料価格の上昇について 

電線、電線加工品及びコイル製品に使用される銅、ケーブルの被覆に使用される石油

関連製品等の原材料価格の上昇は、製品コスト増となり、当社グループの業績と財政状

況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③為替変動 

外貨建債権債務を有しているため、為替相場の動向によっては為替差損が発生する可

能性があります。 

④金利上昇リスク 

金利の上昇は支払利息の増加となり、当社グループの業績が悪化する可能性がありま

す。 

 ⑤借入金の財務制限条項について 

   当社は、財務の安定性と資金調達の柔軟性・機動性を図るため、シンジケート方式



による金銭消費貸借契約を締結しております。本契約には、各連結会計年度末の連結

貸借対照表における純資産の部の金額や、各連結会計年度の連結損益計算書における

経常損益を基準とした財務制限条項が付与されており、この条項に抵触し借入金の返

済を要請された場合は、当社グループの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑥資産の減損 

市況や事業環境の変化により、保有資産の市場価値が著しく低下する場合や、資産か

ら生み出される収益力が低下する場合には、当該資産について減損損失が発生する可能

性があります。 

⑦製品の品質について 

新製品開発、新規事業開拓の取り組みに伴い、情報通信、エレクトロニクスのほか、

医療関連向け、自動車業界向け等、製品供給先も多様化しております。当社グループで

は、ＩＳＯ９０００シリーズにより品質保証に 大限の努力を払っておりますが、品質

問題により、製品回収や補償責任が発生した場合は、当社グループの業績と財政状況に

悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑧知的財産権について 

  新製品の開発・製造等において、第三者の知的財産権を侵害することのないよう調査

を行っておりますが、他社の知的財産権を侵害しているとして賠償責任が発生した場合

は、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

⑨海外事業展開について 

海外への事業展開に伴い、海外のグループ会社においては、現地における経済動向や

政治・社会情勢等の変化、法律や規制の変更により、事業運営に問題を生じる可能性が

あります。 

⑩環境対応について 

当社グループはＩＳＯ１４００１の基準のもと環境対応に万全を期しておりますが、

環境対策に要する費用の発生、特に旧子会社工場跡地の汚染土壌対策、巻線事業の設備

に係る環境維持費用の発生は、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性

があります。 

⑪自然災害等について 

自然災害等により生産拠点等が被害を受けた場合、修復費用の発生や生産・販売活動

の中断等により、当社グループの業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

 

２.企業集団の状況 
平成 20 年 3 月期決算短信（平成 20 年 5 月 16 日開示）により開示を行った内容から重

要な変更がないため開示を省略いたします。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。 

（当社ホームページ） 

http://www.totoku.co.jp/ir/account.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

 

 



３.経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、お客様の満足を実現する製品及びサービスを提供することによって収益向上に

努め、株主の利益の 大化を図りながら、永続的な発展を果たすことが企業の使命であ

ると認識し経営活動を行っております。 

その活動に当たっては、「当社だからできる“特殊”にこだわり、常にお客様の期待を

超える開発提案型企業を実現する」ことを企業ビジョンに掲げ、顧客第一主義に徹し、

品質、価格、納期、サービスにおいて業界のトップメーカーとなることを目標としてお

ります。また、法令を遵守し、公正であること、環境保全にも十分配慮することを基本

としております。 

（２）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社は、中期経営計画を基軸にして、世界規模での競争が進行し厳しさを増す経営環境

においても、収益力を向上させ継続的に成長する企業を目指しております。 

当社の「特殊性」を活かした技術・製品により、お客様のニーズにスピーディーに応え

るとともに、国内及び海外の生産拠点において徹底した生産改革活動を展開し、コスト低

減を推進すること等により競争力を向上させ、業績向上と体質強化を図ってまいります。

また、部門別採算管理の徹底を図る経営管理システムを徹底するとともに、品質改善活動、

生産性改善活動及び営業力強化活動を推進し、更なる事業の成長・発展と収益基盤の強化

を図ってまいります。 

セグメント別では、電線及び電線加工品については、当社の基幹事業として更に収益力

を向上させることを経営課題とし、国内外の生産拠点の生産効率向上及び原価低減の取り

組みを強化し、安定した利益体質に転換することに注力してまいります。 

光部品・機器については、光アンプ事業の拡大を図るとともに、新製品開発及び受注拡

大に努めてまいります。 

電子機器・部品については、当社の特徴ある技術を生かしたデバイス製品の売上拡大に努

めるとともに、ハードディスクドライブ用コイル加工品及び医用画像表示用ディスプレイ

は、技術、品質、コスト等の面で他社と差異化を図り、お客様満足度を向上し事業の拡大

を図ってまいります。 

（３）会社の対処すべき課題 

当社グループをとりまく経営環境は、経済情勢の急激な悪化や景気低迷の長期化に伴

う需要の減少により、一層厳しさを増しております。このような厳しい事業環境において

も収益を確保し得る企業体質とするため、また当連結会計年度において大きく営業損益を

悪化させる要因となった著しい売上高の減少に対処するため、不採算部門である巻線事業

の譲渡を行うこと、及び売上規模に合った人員体制に再構築することを平成 21 年 4 月 27
日開催の取締役会において決議いたしました。これらの事業構造改革を実施することによ

り、当社の特徴ある技術を生かした技術・製品に経営資源を集中させ、新規拡販、新市場

の開拓を推進し、収益力の回復を図ってまいります。 
 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,983 3,674

受取手形及び売掛金 11,952 7,076

たな卸資産 4,541 －

商品及び製品 － 1,080

仕掛品 － 688

原材料及び貯蔵品 － 1,929

繰延税金資産 354 48

その他 831 677

貸倒引当金 △25 △13

流動資産合計 21,637 15,162

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,770 10,569

機械装置及び運搬具 18,392 17,383

工具、器具及び備品 4,601 4,526

土地 4,273 2,298

リース資産 － 38

建設仮勘定 187 110

減価償却累計額 △26,679 △25,135

有形固定資産合計 13,545 9,790

無形固定資産 146 162

投資その他の資産   

投資有価証券 3,564 2,646

繰延税金資産 936 179

その他 587 515

貸倒引当金 △199 △206

投資その他の資産合計 4,888 3,135

固定資産合計 18,580 13,088

資産合計 40,217 28,250



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,084 4,800

短期借入金 6,831 5,735

1年内返済予定の長期借入金 2,553 2,576

リース債務 － 7

未払法人税等 55 48

未払費用 1,335 980

設備関係支払手形 113 42

事業構造改善引当金 － 106

その他 1,481 582

流動負債合計 21,454 14,879

固定負債   

長期借入金 4,878 4,136

リース債務 － 25

繰延税金負債 27 53

退職給付引当金 2,195 2,171

負ののれん － 9

その他 225 131

固定負債合計 7,327 6,528

負債合計 28,782 21,407

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,146 6,146

資本剰余金 2,929 2,325

利益剰余金 1,605 △680

自己株式 △16 △18

株主資本合計 10,665 7,773

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98 23

為替換算調整勘定 △74 △1,579

評価・換算差額等合計 23 △1,555

少数株主持分 745 623

純資産合計 11,434 6,842

負債純資産合計 40,217 28,250



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 52,137 42,928

売上原価 46,140 39,424

売上総利益 5,996 3,504

販売費及び一般管理費 5,178 4,980

営業利益又は営業損失（△） 818 △1,475

営業外収益   

受取利息 42 37

受取配当金 88 32

持分法による投資利益 81 －

その他 157 212

営業外収益合計 370 282

営業外費用   

支払利息 396 329

為替差損 372 128

持分法による投資損失 － 177

その他 107 75

営業外費用合計 876 710

経常利益又は経常損失（△） 312 △1,904

特別利益   

投資有価証券売却益 16 32

固定資産売却益 11 464

貸倒引当金戻入額 3 －

特別利益合計 31 496

特別損失   

固定資産除却損 233 68

事業整理損 92 －

減損損失 90 －

投資有価証券評価損 － 86

事業構造改善引当金繰入額 － 106

PCB汚染土壌処理費用 146 －

その他 9 19

特別損失合計 571 280

税金等調整前当期純損失（△） △228 △1,688

法人税、住民税及び事業税 112 113

法人税等調整額 613 1,145

法人税等合計 725 1,258

少数株主損失（△） △86 △74

当期純損失（△） △867 △2,872



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,146 6,146

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,146 6,146

資本剰余金   

前期末残高 2,929 2,929

当期変動額   

欠損填補 － △603

当期変動額合計 － △603

当期末残高 2,929 2,325

利益剰余金   

前期末残高 2,562 1,605

当期変動額   

剰余金の配当 △88 －

欠損填補 － 603

当期純損失（△） △867 △2,872

連結範囲の変動 － △17

当期変動額合計 △956 △2,286

当期末残高 1,605 △680

自己株式   

前期末残高 △14 △16

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △16 △18

株主資本合計   

前期末残高 11,624 10,665

当期変動額   

剰余金の配当 △88 －

当期純損失（△） △867 △2,872

自己株式の取得 △1 △1

連結範囲の変動 － △17

当期変動額合計 △958 △2,891

当期末残高 10,665 7,773



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 279 98

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △180 △74

当期変動額合計 △180 △74

当期末残高 98 23

為替換算調整勘定   

前期末残高 △190 △74

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 115 △1,504

当期変動額合計 115 △1,504

当期末残高 △74 △1,579

評価・換算差額等合計   

前期末残高 89 23

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △65 △1,579

当期変動額合計 △65 △1,579

当期末残高 23 △1,555

少数株主持分   

前期末残高 921 745

当期変動額   

当期純損失（△） － △62

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △176 △58

当期変動額合計 △176 △121

当期末残高 745 623

純資産合計   

前期末残高 12,635 11,434

当期変動額   

剰余金の配当 △88 －

当期純損失（△） △867 △2,935

自己株式の取得 △1 △1

連結範囲の変動 － △17

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △242 △1,638

当期変動額合計 △1,200 △4,592

当期末残高 11,434 6,842



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △228 △1,688

減価償却費 1,778 1,791

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57 △19

受取利息及び受取配当金 △131 △70

支払利息 396 329

賞与引当金の増減額（△は減少） － △114

有形固定資産売却損益（△は益） △11 △464

有形固定資産除却損 233 68

投資有価証券売却損益（△は益） △16 △19

減損損失 90 －

事業整理損失 92 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 86

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 106

持分法による投資損益（△は益） △81 177

売上債権の増減額（△は増加） △223 4,116

たな卸資産の増減額（△は増加） △572 518

仕入債務の増減額（△は減少） 1,347 △3,678

その他 685 △770

小計 3,416 369

利息及び配当金の受取額 174 88

利息の支払額 △385 △327

法人税等の支払額 △104 △100

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,101 29

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △5,053 △3,255

定期預金の払戻による収入 5,102 3,216

有形固定資産の取得による支出 △1,773 △1,981

有形固定資産の売却による収入 477 3,448

投資有価証券の取得による支出 △66 △33

投資有価証券の売却による収入 510 105

その他 △93 △38

投資活動によるキャッシュ・フロー △896 1,462



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,788 △793

長期借入れによる収入 3,942 2,393

長期借入金の返済による支出 △4,667 △2,993

配当金の支払額 △88 －

少数株主への配当金の支払額 △6 △17

その他 △33 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,642 △1,432

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15 △426

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △453 △367

現金及び現金同等物の期首残高 4,206 3,753

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 19

現金及び現金同等物の期末残高 3,753 3,405



連結財務諸表作成のための基本となる事項

1. 連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社数 15社

主な連結子会社名

(2) 非連結子会社

2. 持分法の適用に関する事項
(1) 関連会社数 5社

うち持分法適用の関連会社数 3社
会社名
㈱シバタ、東特巻線㈱、栄星電線工業股ｲ分有限公司

(2)

なお前連結会計年度まで持分法を適用していない非連結子会社でありました、TOTOKU　Europe GmbHは当
連結会計年度において重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

3. 連結子会社の決算日に関する事項

4. 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法
 イ．有価証券（投資有価証券も含む）

その他有価証券
　時価のあるもの

　時価のないもの

 ロ．デリバティブ
時価法。

 ハ．たな卸資産
主として原価法（総平均法）により評価しております。（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）
を適用しております。これにより当連結会計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純
損失はそれぞれ、46百万円増加しております。

東特長岡㈱、東特運輸㈱、TOTOKU(MALAYSIA)SDN.BHD.、TOTOKU NORTH AMERICA,INC.

総平均法による原価法。

　　連結子会社のうち、TOTOKU(MALAYSIA)SDN.BHD.、PT．TOTOKU INDONESIA.、TOTOKU PHILIPPINES,
INC.、東特（香港）有限公司、TOTOKU(THAILAND)CO.,LTD.、TOTOKU NORTH AMERICA,INC.、東特（浙
江）有限公司及びTOTOKU　Europe GmbHの決算日は12月31日であり、連結子会社それぞれの決算日現在の財
務諸表を使用して連結しておりますが、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を
行っております。

連結決算日の市場価格等 に基づく時価法。（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
総平均法により算定。）

該当ありません。

TOTOKU　PHILIPPINES,INC.、東特（浙江）有限公司、TOTOKU(THAILAND)CO.,LTD.

　継続企業の前提に関する注記
　　該当事項はありません。

　なお、前連結会計年度まで非連結子会社でありました、TOTOKU　Europe　GmbH
は当連結会計年度において重要性が増したため、連結の範囲に含めております。

方法により算定）
（会計方針の変更）

持分法を適用していない関連会社2社は、いずれも連結純損益及び連結剰余金等に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ全体としても重要性が無いため、持分法の適用から除外しております。



(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法
 イ．有形固定資産(リース資産を除く）

　また、在外連結子会社は定額法。
（追加情報）
　提出会社及び国内連結子会社の機械装置については、当連結会計年度より法人税法の改正を契機として
見直しを行い、従来耐用年数を10年としておりましたが、7年に変更しております。
この結果、当連結会計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失はそれぞれ171百万円増加
しております。

 ロ．無形固定資産(リース資産を除く）
　提出会社及び連結子会社は定額法。

ハ．リース資産
　　　

(3) 重要な引当金の計上基準
 イ．貸倒引当金

　なお、連結会社間の債権債務の消去に伴い残高を修正しております。
 ロ．退職給付引当金

 ハ．役員退職慰労引当金

ニ．

　債権の貸倒れ損失に備えるため、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可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　但し、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法。金型は残存価額 ０
（ゼロ）の定額法。

　提出会社及び国内連結子会社は、主として定率法。

なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）による定額法。

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に
基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前のリース取

　なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しております。

事業構造改革引当金

　国内連結子会社の一部は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支
給額の全額を計上しております。

　過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定
額法により処理しております。

　数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）によ
る定額法により、翌連結会計期間から費用処理することとしております。

事業構造改革に伴い今後発生が見込まれる費用について合理的な見積計上をしております。

引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。

リース期間を耐用年数とし残存価格を零とする定額法を採用しています。



(4) ヘッジ会計の方法
イ．ヘッジ会計の方法

特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理によっております。

ロ．ヘッジの手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）
金利スワップ 借入金の利息

ハ．ヘッジ方針

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

(5) リース取引に関する会計基準

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。なおリース取引開始日

これによる営業損失、経常損失および税金等調整前等当期純損失への影響は軽微であります。

(７)その他の連結財務諸表作成のための重要な事項

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

5. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

、

(6) 連結計算書類作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い

（会計方針の変更）

ておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成5年6月17

ない方針であります。

　特例処理の要件を満たす金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

 金利スワップ取引は、借入金の範囲内で行うことにしており、投機目的のためのデリバティブ取引は行わ

所有権移転外ファイナンス･リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

（企業会計審議会第1部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企
　　　業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年3月30

　　　が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス･リース取引のうち提出会社または国内連結子会社が借り手

　　　となる取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　　当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い

　連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、要求払預金及び取得日から
３ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか
負わない短期的な投資であります。

　（実務対応報告第18号　平成18年5月17日）を適用しています。これによる営業損失、経常損失及び税金等

　　調整前当期純損失への影響は軽微であります。



注　記　事　項
(連結貸借対照表関係)

当連結会計年度末 前連結会計年度末
1. 受取手形割引高 百万円 百万円
2. 受取手形裏書譲渡高 百万円 百万円
3. 偶発債務

　手形債権流動化に伴う遡及義務額 百万円 百万円
4. 減損損失

　当連結会計期間において、当社グループ減損損失を計上はありません。

　前連結会計期間において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。
場　　所 用　　途

マレーシア国 遊休資産 機械装置

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）
当連結会計年度 前連結会計年度

現金及び預金勘定 百万円 百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 （－） 百万円 （－） 百万円

現金及び現金同等物 百万円 百万円

種　　類

3,753

3,674
269

3,405

3,983
230

　当社グループは、原則として、事業用資産については事業部を基準にグルーピングを行っており、遊休資産
については個別資産ごとにグルーピングを行っております。
　当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産のうち、時価が著しく下落した資産グループ
の帳簿価額を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失（90百万円）として特別損失として計上しまし
た。

28
87
10

462 676

128



セ グ メ ン ト 情 報

事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日）
(単位：百万円)

電 線 及 び
電線加工品

光 部 品
・ 機 器

電 子 機 器
・ 部 品

計 消去又は全社 連　結

Ⅰ売上高及び営業損益
売上高

（1）外部顧客に対する売上高 22,510 5,115 15,302 42,928 - 42,928

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 118 - - 118 (118) -

計 22,628 5,115 15,302 43,047 (118) 42,928

営業費用 23,837 5,140 15,545 44,523 (118) 44,404

営業損失（△） △ 1,208 △ 24 △ 242 △ 1,475 - △ 1,475

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 11,274 783 6,935 18,993 9,257 28,250

減価償却費 917 26 602 1,546 245 1,791

資本的支出 1,203 26 483 1,713 109 1,822

前連結会計年度（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）
(単位：百万円)

電 線 及 び
電線加工品

光 部 品
・ 機 器

電 子 機 器
・ 部 品

計 消去又は全社 連　結

Ⅰ売上高及び営業損益
売上高

（1）外部顧客に対する売上高 27,503 3,766 20,868 52,137 - 52,137

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 137 - - 137 (137) -

計 27,640 3,766 20,868 52,274 (137) 52,137

営業費用 27,313 3,741 20,402 51,456 (137) 51,319

営業利益 326 25 465 818 - 818

Ⅱ　資産、減価償却費及び

資本的支出

資産 13,749 430 11,689 25,869 14,347 40,217

減価償却費 834 75 695 1,604 173 1,778

資本的支出 694 53 981 1,729 108 1,838



所在地別セグメント情報

当連結会計年度（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日）

(単位：百万円)
日　本 ア ジ ア 北　米 ヨーロッパ 計 消去又は全社 連　結

Ⅰ 売上高及び営業損益

　   売上高

（1）外部顧客に対する

売上高 33,122 8,535 805 464 42,928 - 42,928
（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 7,507 11,001 10 42 18,561 (18,561) -

計 40,630 19,537 816 506 61,490 (18,561) 42,928

営業費用 42,478 19,199 800 512 62,991 (18,586) 44,404

営業利益又は

営業損失(△） △ 1,848 337 15 △ 6 △ 1,501 25 △ 1,475

20,386 5,836 362 170 26,755 1,494 28,250

前連結会計年度（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）
(単位：百万円)

日　本 ア ジ ア 北　米 計 消去又は全社 連　結
Ⅰ 売上高及び営業損益
　   売上高

（1）外部顧客に対する

売上高 41,123 11,005 8 52,137 - 52,137

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 6,102 9,944 52 16,099 (16,099) -

計 47,225 20,950 61 68,236 (16,099) 52,137

営業費用 46,934 20,376 82 67,393 (16,073) 51,319

営業利益又は

営業損失(△） 291 573 △ 21 843 25 818

24,696 8,679 9 33,385 6,831 40,217

海 外 売 上 高
　

当連結会計年度（平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日）
(単位：百万円)

ア ジ ア 北　米 ヨーロッパ 合　計
Ⅰ 海外売上高 13,528 806 1,035 15,370
Ⅱ 連結売上高 42,928
Ⅲ 連結売上高に占める 31.5% 1.9% 2.4% 35.8%
　 海外売上高の割合(%)

前連結会計年度（平成１９年４月１日～平成２０年３月３１日）
(単位：百万円)

ア ジ ア 北　米 ヨーロッパ 合　計
Ⅰ 海外売上高 18,289 1,261 1,043 20,593
Ⅱ 連結売上高 52,137
Ⅲ 連結売上高に占める 35.1% 2.4% 2.0% 39.5%
　 海外売上高の割合(%)
(注) １． 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

各区分に属する主な国又は地域
     (１) ア  ジ  ア  ……タイ･シンガポール・韓国・中国等
     (２) 北　　　米　……アメリカ･メキシコ
     (３) ヨーロッパ  ……ハンガリー・ドイツ・オランダ等

２． 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域に
おける売上高であります。

Ⅱ 資産

Ⅱ 資産



関 連 当 事 者 と の 取 引

１．親会社及び法人主要株主等

関係内容 取引
金額

期末
残高

役員の
兼任等

事業上の
関係

（百万円） （百万円）

買掛金 1,068

その他 53

取引条件及び取引条件の決定方針等
（1）
（2）

２．子会社及び関連会社等

関係内容 取引
金額

期末
残高

役員の
兼任等

事業上の
関係

（百万円） （百万円）

製品の販売 1,122 売掛金 218

取引条件及び取引条件の決定方針等
（1）
（2）

（3） 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。

科目
議決権等
の被所有
割合

取引の内容属性
会社等の名

称
住所

事業の内
容または

職業
資本金

そ の 他
の 関 係
会 社

古河電気工業
㈱

東 京 都
千代田区

原材料の
仕入及び
製品の製
造販売

電線非鉄
金属製品
及び、そ
の他製品
の製造販
売

あり
（被所有）
直接33.3％

394売掛金

未収入金 27

属性
会社等の名

称
住所

事業の内
容または

職業

関連会社 ㈱ シ バ タ
東 京 都
新 宿 区

電線及び
電線加工
品、光部
品・機
器、電子
機器・部
品の販売

7,095

69,373
（百万円）

資本金

提出会社製
品の販売

6,291

原材料等の
支給

657

原材料等の
購入

当社製品の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない当事者と同様の条件によってお
ります。取引条件に劣ることはありません。

価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

議決権等
の被所有
割合

取引の内容 科目

なし
（所有）
直接20.0％
（非所有）
直接0.1％

40
(百万円）

製品の
販売等

価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。
当社製品の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない当事者と同様の条件によってお
ります。取引条件に劣ることはありません。



３．役員及び個人主要株主等

関係内容 取引
金額

期末
残高

役員の
兼任等

事業上の
関係

（百万円） （百万円）

製品の販売 1,129 売掛金 257

取引条件及び取引条件の決定方針等
（1）
（2）

（3） 当社役員　小林　義和が代表取締役社長を務めております。

議決権等
の被所有
割合

取引の内容 科目

役 員
ソレキア㈱
　（注）3

東 京 都
大 田 区

電子デバ
イス、OA
機器等の
販売、保
守サービ
ス

属性
会社等の名

称
住所

事業の内
容または

職業

当社製品の販売については、価格その他の取引条件は当社と関連を有しない当事者と同様の条件によってお
ります。取引条件に劣ることはありません。

（所有）
直接12.3％
（非所有）
直接0.4％

2,293
(百万円）

資本金

ＯＡ機器等
の購入・保
守サービス
の提供等

買掛金

価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案して、価格交渉の上で決定しております。

あり 23

製品の販
売、ＯＡ
機器等の
購入・保
守サービ
スの提供
等

4



税  効  果  会  計

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 (単位：百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度
繰延税金資産

繰越欠損金 1,112 1,325
事業構造改革引当金繰入額 42 -
事業見直し資産整理損 339 339
退職給付引当金 851 861
株式評価損 393 -
未払賞与 150 251
貸倒引当金 35 35
ＰＣＢ汚染土壌処理費用 8 58
ゴルフ会員権評価損 14 19
繰越外国税額控除 229 295
一括償却資産 22 24
減価償却費 96 84
その他 101 75

繰延税金資産小計 3,398 3,371
評価性引当額 △ 3,218 △ 2,018

繰延税金資産合計 180 1,352

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 5 △ 62
その他 - △ 29

繰延税金負債合計 △ 5 △ 91

繰延税金資産の純額 174 1,261



有　価　証　券

当連結会計年度（平成21年3月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの
 （単位：百万円）

連結貸借

対照表計上額

（１） 株　　　 式 144 226 82

（２） 債　　　 券 - - -

（３） そ　の　他 - - -

小　　　 計 144 226 82

（１） 株　　　 式 374 305 △ 69

（２） 債　　　 券 - - -

（３） そ　の　他 - - -

小　　　 計 374 305 △ 69

合　　　 計 519 531 12

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額
  （単位：百万円）

連結貸借

対照表計上額

その他有価証券

　非上場株式 122

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

  （単位：百万円）

32 -

前連結会計年度（平成20年3月31日現在）

１．その他有価証券で時価のあるもの
 （単位：百万円）

連結貸借

対照表計上額

（１） 株　　　 式 256 478 222

（２） 債　　　 券 - - -

（３） そ　の　他 - - -

小　　　 計 256 478 222

（１） 株　　　 式 366 296 △ 69

（２） 債　　　 券 - - -

（３） そ　の　他 - - -

小　　　 計 366 296 △ 69

合　　　 計 622 775 152

２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額
  （単位：百万円）

連結貸借

対照表計上額

その他有価証券

　非上場株式 145

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

  （単位：百万円）

16 -

評価損益

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

取得原価 評価損益

売却損の合計額

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えるもの

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

連結貸借対照表計
上額が取得原価を
超えないもの

売却額 売却益の合計額

73

取得原価

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

27



退　職　給　付

1.採用している退職給付制度の概要
　　（1）新企業年金：

　　（2）適格退職年金：

　　（3）退職一時金：

２．退職給付債務に関する事項
  （単位：百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度

平成21年3月31日現在 平成20年3月31日現在
イ.退職給付債務 △ 5,313 △ 5,575
ロ.年金資産 1,208 1,380
ハ.未積立退職給付債務（イ＋ロ） △ 4,105 △ 4,195
ニ.会計基準変更時の未処理額 545 635
ホ.未認識数理計算上の差異 1,479 1,463
ヘ.未認識過去勤務債務 △ 90 △ 99
ト.退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 2,171 2,195

（注）

３．退職給付費用に関する事項
  （単位：百万円）

当連結会計年度 前連結会計年度
自平成20年4月 1日 自平成19年4月 1日
至平成21年3月31日 至平成20年3月31日

イ.勤務費用 228 226
ロ.利息費用 128 126
ハ.期待運用収益 △ 73 △ 66
ニ.会計基準変更時の費用処理額 90 90
ホ.数理計算上の差異の費用処理額 148 125
ヘ.過去勤務債務の費用処理額 △ 9 △ 9
ト.退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） 512 492

（注）

連結子会社については、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ.勤務費用」に計上しております。

当社は、平成16年1月1日をもって厚生年金基金を解散し、年金資産を新企
業年金に移行しております。
当社は、平成元年3月21日より、勤続15年以上の従業員が55歳以上で退職
した場合に支給される退職金の一部について適格退職年金制度を採用して
おります。

当社及び国内連結子会社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用し
ております。

また、一部の連結子会社においても、適格退職年金制度を採用しておりま
す。



４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当連結会計年度 前連結会計年度

平成21年3月31日現在 平成20年3月31日現在
イ.退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

ロ.割引率 ２．５％ ２．５％

ハ.期待運用収益率 ６．６％ ６．３％

ニ.過去勤務債務額の処理年数 １５年（発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内
の一定の年数による定額
法）

１５年（発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内
の一定の年数による定額
法）

ホ.数理計算上の差異の処理年数 １５年（発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内
の一定の年数による定額
法により、翌連結会計年
度から費用処理すること
としております。）

１５年（発生時の従業員
の平均残存勤務期間以内
の一定の年数による定額
法により、翌連結会計年
度から費用処理すること
としております。）

ヘ.会計基準変更時差異の処理年数 １５年（一部の連結子会
社は１年）

１５年（一部の連結子会
社は１年）



１ 株 当 た り 情 報

自平成20年4月 1日 自平成19年4月 1日
至平成21年3月31日 至平成20年3月31日

１株当たりの純資産額 140.85 円 242.04 円

△ 65.05 円 △ 19.63 円

潜在株式調整後

１株当たりの当期純利益金額

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下の通りであります。

自平成20年4月 1日 自平成19年4月 1日
至平成21年3月31日 至平成20年3月31日

当期純利益又は当期純損失（△） △ 2,872 百万円 △ 867 百万円

普通株主に帰属しない金額 － 百万円 － 百万円

（うち利益処分による役員賞与金） （　　－ 百万円） （　　－ 百万円）

△ 2,872 百万円 △ 867 百万円

普通株式の期中平均株式数 44,158,282 株 44,169,037 株

(開示の省略）
　リース取引、デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信における開示の
必要性が大きくないと考えられるため開示を省略いたします。

普通株式に係る当期純利益
又は当期純損失（△）

当連結会計年度 前連結会計年度

当連結会計年度 前連結会計年度

潜在株式が存在していないた
め、記載しておりません。

１株当たりの当期純利益金額
又は当期純損失金額（△）

潜在株式が存在していないた
め、記載しておりません。



重 要 な 後 発 事 象

平成21年4月27日開催の取締役会において、古河マグネットワイヤ株式会社への巻線事業譲渡及び人員
削減策を実施することを決議いたしました。

　巻線に関する事業 当社平成20年3月期実績比率（a/b）

　　　　　（a） 　　　　　　(b)
売上高 　　10,217百万円 　　　52,137百万円 19.6%

　　　当社単独での事業継続は困難であると判断し、経営資源を巻線以外の事業に集約して市場の優位性
　　　確保と企業価値の向上を図るため譲渡することを決定いたしました。
（２）事業譲渡の内容

その概要は下記の通りであります。
１．古河マグネットワイヤ株式会社への巻線事業譲渡
（１）事業譲渡の理由

　　　巻線（一般マグネットワイヤ、融着線、特殊合金線等）に関する事業。
　　　ただし、これらの線材に更に諸加工を加えた製品は今回の事業譲渡には含まれません。
（３）譲渡する事業の平成20年3月期における経営成績（連結）

（４）譲渡資産、譲渡価格及び決済方法
　　　譲渡資産は、譲渡日時点で確定いたしますが、現時点では、機械装置及び運搬具並びに工具、器
　　　具及び備品474百万円（平成21年9月30日の予定帳簿価額）を譲渡する予定であります。また、譲
　　　渡価額は、譲渡日時点で確定いたしますが、現時点では譲渡価格1,000百万円を譲渡日または古
　　　河マグネットワイヤ株式会社が、別途合意する日に現金等で決済する予定であります。

（５）事業譲渡先（古河マグネットワイヤ株式会社）の概要（平成22年4月1日見込み）
　　　・名称　古河マグネットワイヤ株式会社
　　　・主な事業内容　電線及び電線加工品の製造・販売
　　　・設立年月日　　平成21年4月22日
　　　・本店所在地　東京都中央区築地1丁目12番22号
　　　・代表者　取締役社長　佐野文一
　　　・資本金　95百万円
　　　・発行済株式総数　2,201株

　　　・総資産　6,730百万円(単体）
　　　・決算期　3月31日

　　　・純資産　2,201百万円(単体）

　　　・主要取引先　古河電気工業株式会社
　　　・大株主及び持ち株比率　古河電気工業株式会社　100%
　　　・当社との関係　当社との資本関係はありません。
　　　・人的関係　当社社員の一部が転籍する予定です。
　　　・取引関係　当社は製品を仕入れる予定です。
（６）事業譲渡の日程
　　　　事業譲渡決議取締役会　平成21年4月27日
　　　　事業譲渡契約締結　　　平成21年4月27日
　　　　事業譲渡株主総会決議　平成21年6月24日（予定）(注）
　　　　事業譲渡日　　　　　　平成21年10月1日(予定）
（７）業績への影響
　　　　本件事業譲渡に伴い、譲渡価額と譲渡資産の帳簿価額との差額を特別利益をして計上する
　　　　予定です。また、生産設備等固定資産の除却及び従業員の退職に伴う特別加算金等により、
　　　　特別損失を計上する見込みです。
　（注）本件事業譲渡は、会社法第467条に定める株主総会の決議を要件としておりませんが、
　　　「事業譲渡の理由」にも記載しましたとおり、巻線事業は、長く当社の基幹事業のひとつ

　　　　（２）募集対象者　当社社員

　　　であったことから、平成21年6月24日開催予定の定時株主総会に付議いたします。

２．人員削減策の実施
　　　　今後の厳しい市場環境にも対応し、かつ早期に安定的に利益を確保し得る企業体質へ転換

　　　・従業員　約330人(予定）

　　　　（６）業績への影響
　　　　　　　早期退職者募集に伴う特別加算金等により特別損失が発生する見込みです。

　　　　（３）募集期間　平成21年5月～6月予定
　　　　（４）退職日　平成21年6月～7月予定
　　　　（５）優遇措置　所定の退職金に特別加算金を上乗せ支給する。また、希望者に対して再
　　　　　　　就職支援会社を通じた再就職支援を行う。

　　　　していくために、事業規模に応じたコンパクトな組織体制及び人員体制に再構築すること
　　　　が急務であると判断し早期退職優遇制による退職者の募集を行うことを決定いたしました。
　　　　（１）募集人員　145名程度



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,500,452 1,306,356

受取手形 333,649 203,276

売掛金 9,461,569 5,474,825

製品 593,739 －

原材料 642,579 －

商品及び製品 － 451,827

仕掛品 686,613 396,093

貯蔵品 21,422 －

原材料及び貯蔵品 － 556,420

前払費用 95,368 79,564

繰延税金資産 274,656 －

短期貸付金 252,827 433,226

未収入金 2,094,510 1,622,120

その他 5,354 4,964

貸倒引当金 △35,956 △27,434

流動資産合計 15,926,786 10,501,240

固定資産   

有形固定資産   

建物 9,220,261 7,381,640

減価償却累計額 △6,495,886 △5,413,499

建物（純額） 2,724,374 1,968,141

構築物 700,836 633,150

減価償却累計額 △589,636 △540,197

構築物（純額） 111,199 92,952

機械及び装置 12,898,149 12,841,997

減価償却累計額 △10,801,688 △11,060,096

機械及び装置（純額） 2,096,460 1,781,900

車両運搬具 66,620 66,620

減価償却累計額 △60,335 △61,935

車両運搬具（純額） 6,284 4,684

工具、器具及び備品 2,630,183 2,679,176

減価償却累計額 △2,182,975 △2,273,147

工具、器具及び備品（純額） 447,208 406,028

土地 3,325,289 1,457,794

リース資産 － 29,135

減価償却累計額 － △3,402

リース資産（純額） － 25,733

建設仮勘定 138,190 95,135

有形固定資産合計 8,849,007 5,832,372



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 64,630 63,115

電話加入権 10,350 10,350

無形固定資産合計 74,980 73,465

投資その他の資産   

投資有価証券 578,916 393,118

関係会社株式 4,958,520 4,728,087

出資金 736 736

関係会社出資金 1,196,024 1,196,024

従業員に対する長期貸付金 24,178 19,101

関係会社長期貸付金 69,599 171,179

破産更生債権等 141,140 139,477

長期前払費用 28,099 19,655

繰延税金資産 779,782 －

その他 98,013 151,705

貸倒引当金 △189,360 △197,005

投資その他の資産合計 7,685,651 6,622,081

固定資産合計 16,609,639 12,527,919

資産合計 32,536,426 23,029,160

負債の部   

流動負債   

支払手形 696,061 222,362

買掛金 8,175,380 4,266,980

短期借入金 4,740,000 3,748,651

1年内返済予定の長期借入金 2,056,000 2,085,340

リース債務 － 5,981

未払金 508,995 254,680

未払費用 987,175 631,834

未払法人税等 28,949 25,500

預り金 485,708 106,454

設備関係支払手形 113,341 13,958

事業構造改善引当金 － 134,856

その他 5,813 －

流動負債合計 17,797,423 11,496,600

固定負債   

長期借入金 4,106,000 3,828,660

リース債務 － 19,751

繰延税金負債 － 26,422

退職給付引当金 1,944,777 1,915,383

その他 118,750 43,969

固定負債合計 6,169,528 5,834,186

負債合計 23,966,952 17,330,787



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,146,796 6,146,796

資本剰余金   

資本準備金 1,536,699 1,536,699

その他資本剰余金 1,392,593 788,659

資本剰余金合計 2,929,293 2,325,359

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △603,934 △2,802,080

利益剰余金合計 △603,934 △2,802,080

自己株式 △9,852 △11,072

株主資本合計 8,462,303 5,659,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107,171 39,370

評価・換算差額等合計 107,171 39,370

純資産合計 8,569,474 5,698,372

負債純資産合計 32,536,426 23,029,160



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 42,037,128 35,923,500

売上原価   

製品期首たな卸高 702,334 593,739

当期製品製造原価 28,523,868 25,716,398

当期製品仕入高 9,458,002 8,353,145

他勘定受入高 351,834 324,975

合計 39,036,040 34,988,257

製品期末たな卸高 593,739 451,827

製品売上原価 38,442,300 34,536,430

売上総利益 3,594,828 1,387,070

販売費及び一般管理費 3,405,476 3,148,932

営業利益 189,351 △1,761,862

営業外収益   

受取利息 26,291 28,825

受取配当金 478,235 402,053

その他 24,496 28,677

営業外収益合計 529,023 459,556

営業外費用   

支払利息 262,064 207,741

為替差損 390,916 75,264

その他 44,845 41,406

営業外費用合計 697,826 324,411

経常利益 20,548 △1,626,717

特別利益   

固定資産売却益 295 397,433

関係会社清算益 25,528 －

貸倒引当金戻入額 57,309 －

その他  32,484

特別利益合計 83,133 429,918

特別損失   

PCB汚染土壌処理費用 146,000 －

固定資産除却損 102,255 29,898

関係会社株式評価損 9,999 245,162

事業構造改善費用 － 134,856

その他 6,672 4,276

特別損失合計 264,927 414,193

税引前当期純損失（△） △161,245 △1,610,992

法人税、住民税及び事業税 69,443 64,724

法人税等調整額 585,131 1,126,363

法人税等合計 654,574 1,191,087

当期純損失（△） △815,819 △2,802,080



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,146,796 6,146,796

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,146,796 6,146,796

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,536,699 1,536,699

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,536,699 1,536,699

その他資本剰余金   

前期末残高 1,392,593 1,392,593

当期変動額   

欠損填補 － △603,934

当期変動額合計 － △603,934

当期末残高 1,392,593 788,659

資本剰余金合計   

前期末残高 2,929,293 2,929,293

当期変動額   

欠損填補 － △603,934

当期変動額合計 － △603,934

当期末残高 2,929,293 2,325,359

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 300,338 △603,934

当期変動額   

剰余金の配当 △88,452 －

欠損填補 － 603,934

当期純損失（△） △815,819 △2,802,080

当期変動額合計 △904,272 △2,198,146

当期末残高 △603,934 △2,802,080

利益剰余金合計   

前期末残高 300,338 △603,934

当期変動額   

剰余金の配当 △88,452 －

欠損填補 － 603,934

当期純損失（△） △815,819 △2,802,080

当期変動額合計 △904,272 △2,198,146

当期末残高 △603,934 △2,802,080



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △8,191 △9,852

当期変動額   

自己株式の取得 △1,661 △1,220

当期変動額合計 △1,661 △1,220

当期末残高 △9,852 △11,072

株主資本合計   

前期末残高 9,368,237 8,462,303

当期変動額   

剰余金の配当 △88,452 －

当期純損失（△） △815,819 △2,802,080

自己株式の取得 △1,661 △1,220

当期変動額合計 △905,934 △2,803,300

当期末残高 8,462,303 5,659,002

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 193,474 107,171

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86,303 △67,801

当期変動額合計 △86,303 △67,801

当期末残高 107,171 39,370

評価・換算差額等合計   

前期末残高 193,474 107,171

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86,303 △67,801

当期変動額合計 △86,303 △67,801

当期末残高 107,171 39,370

純資産合計   

前期末残高 9,561,711 8,569,474

当期変動額   

剰余金の配当 △88,452 －

当期純損失（△） △815,819 △2,802,080

自己株式の取得 △1,661 △1,220

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △86,303 △67,801

当期変動額合計 △992,237 △2,871,101

当期末残高 8,569,474 5,698,372



継続企業の前提に関する注記
　該当事項はありません。

財務諸表作成の基本となる重要な事項

１．有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法。
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。
　（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平均法により算定。）
時価のないもの
　総平均法による原価法。

２．デリバテｲブ取引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
製品、原材料、仕掛品は総平均法による原価法。
（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
貯蔵品は、最終仕入原価法による原価法。
（会計方針の変更）
当事業年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日）を適用
しております。これにより当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ、42百万
円増加しております。

４．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産(リース資産を除く）
  定率法。

無形固定資産(リース資産を除く）
　定額法。
  なお、自社利用のソフトウエアは社内における利用可能期間（5年）による定額法。

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法を採用しております。
なお所有権移転外ファイナンス･リース取引のうち、リース取引開始日が、平成20年3月31日以前の
リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっております。

５．引当金の計上基準
貸倒引当金       

退職給付引当金       

事業構造改革引当金

６．ヘッジ会計の方法

７．消費税等の会計処理

  但し、平成10年4月1日以後取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法。金型は残存価
額０（ゼロ）の定額法。

事業構造改革に伴い今後発生が見込まれる費用について合理的な見積計上をしております。

(追加情報）
機械装置については、当事業年度より法人税法の改正を契機として見直しを行い、従来耐用年数を
10年としておりましたが、7年に変更しております。
この結果、当事業年度の営業損失、経常損失及び税引前当期純損失はそれぞれ161百万円増加してお

  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可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

　従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務及び年金資産の見込み額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
　なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用処理しており、過去勤務債務
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により処理
しております。
　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）によ
る定額法により、発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

　特例処理の要件を満たす金利スワップについては、特例処理によっております。

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

ります。

　　　　リース資産



８．リース取引に関する会計基準
（会計方針の変更）

注 記 事 項

（貸借対照表関係）
当  期  前  期  

（千円） （千円）
１．有形固定資産の減価償却累計額
２．担保に供している資産

有形固定資産
３．保証債務額

(うち当社負担分 )
４．偶発債務

手形債権流動化に伴う遡及義務額

（有価証券関係）

当期　 （平成2１年3月31日現在）
　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

関連会社株式

前期　 （平成20年3月31日現在）
　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

関連会社株式

（税効果計算関係）

（１）繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因内訳

繰延税金資産
繰越欠損金
事業構造改革引当金 -
事業見直し資産整理損
退職給付引当金
株式評価損 -
未払賞与
ＰＣＢ汚染土壌処理費用
ゴルフ会員権評価損
繰越外国税額控除
その他
繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

当期純損失への影響は軽微であります。

1,010,680

△ 26,422

△ 26,422 1,054,439

△ 71,927
△ 71,927

776,401

58,634

1,308,877

（千円）
1,810,843

前  期  

△ 26,422

762,324

当  期  

（千円）

-

111,261

1,294,431

631,147

時価

3,109,696

295,403

（千円）
△ 516,412

149,573

179,783

339,296

（千円）

19,352,278

イナンス･リース取引のうち当社が借り手となる取引については、引き続き通常の賃貸借取引に

20,130,522

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

（平成5年6月17日（企業会計審議会第1部会）、平成19年3月30日改正））及び「リース取引に関
する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本公認会計士協

処理によっておりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号

会　会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ
た会計処理によっております。なおリース取引開始日が、適用初年度開始前の所有権移転外ファ

（千円）
1,825,281

2,371,548
1,748,105
1,747,064

貸借対照表
計上額

462,936

時価

（千円）

1,677,461
1,678,972

差額

676,931

△ 1,194
（千円）

差額

係る方法に準じた会計処理を適用しております。これによる営業損失、経常損失および税引前

3,069,068

229,630
10,341

（千円）

140,439

8,390

貸借対照表
計上額

2,268,295

393,454

10,863

△ 1,983,330△ 3,069,068
0 1,126,366

393,415



重 要 な 後 発 事 象

平成21年4月27日開催の取締役会において、古河マグネットワイヤ株式会社への巻線事業譲渡及び人員
削減策を実施することを決議いたしました。

１．古河マグネットワイヤ株式会社への巻線事業譲渡

　　　　　　　巻線に関する事業 　　　　　当社平成20年3月期実績 比率（a/b）
　　　　　　　　　　　　（a） (b)

売上高 　　　　　　　　　　10,217百万円 52,137百万円

　　

古河マグネットワイヤ株式会社としての事業運営は平成22年4月1日開始を予定しておりま

その概要は下記の通りであります。

（４）譲渡資産、譲渡価格及び決済方法

19.6%

　　　器具及び備品474百万円（平成21年9月30日の予定帳簿価額）を譲渡する予定であります。ま

　　　譲渡資産は、譲渡日時点で確定いたしますが、現時点では、機械装置及び運搬具並びに工具、

　　　す。

　　　た、譲渡価額は、譲渡日時点で確定いたしますが、現時点では譲渡価格1,000百万円を譲渡日
　　　または古河マグネットワイヤ株式会社が、別途合意する日に現金当で決済する予定でありま

（５）事業譲渡先（古河マグネットワイヤ株式会社）の概要（平成22年4月1日見込み）

　　　・総資産　6,730百万円(単体）

　　　・代表者　取締役社長　佐野文一
　　　・資本金　95百万円
　　　・発行済株式総数　2,201株

　　　・設立年月日　　平成21年4月22日
　　　・本店所在地　東京都中央区築地一丁目12番22号

　　　・決算期　3月31日

　　　・主要取引先　古河電気工業株式会社
　　　・大株主及び持株比率　古河電気工業株式会社　100%
　　　・当社との関係　当社との資本関係はありません。

　　　・従業員　約330人(予定）

（６）事業譲渡の日程

　　　・人的関係　当社社員の一部が転籍する予定です。
　　　・取引関係　当社は製品を仕入れる予定です。

　　　　事業譲渡決議取締役会　平成21年4月27日

（７）業績への影響

　　　　事業譲渡契約締結　　　平成21年4月27日
　　　　事業譲渡株主総会決議　平成21年6月24日（予定）(注）
　　　　事業譲渡日　　　　　　平成21年10月1日(予定）

すが、平成21年10月1日を事業譲渡日として、設備の移設等を開始いたします。

　　　　（４）退職日　平成21年6月～7月予定
　　　　（５）優遇措置　所定の退職金に特別加算金を上乗せ支給する。また、希望者に対して再就職支援会

　　　　今後の厳しい市場環境にも対応し、かつ早期に安定的に利益を確保し得る企業体質へ転換
　　　　していくために、事業規模に応じたコンパクトな組織体制及び人員体制に再構築することが、
　　　　急務であると判断し、早期退職優遇制による退職者の募集を行うことを決定いたしました。
　　　　（１）募集人数　145名程度
　　　　（２）募集対象者　当社社員
　　　　（３）募集期間　平成21年5月～6月予定

　　　　ったことから、平成21年6月24日開催予定の定時株主総会に付議いたします。

　　　　本件事業譲渡に伴い、譲渡価額と譲渡資産の帳簿価額との差額を特別利益として計上する
　　　　予定です。また、生産設備等固定資産の除却及び従業員の退職に伴う特別加算金等により、
　　　　特別損失を計上する見込みです。
　（注）本件事業譲渡は、会社法第467条に定める株主総会の決議を要件としておりませんが、「事

２．人員削減策の実施

　　　巻線（一般マグネットワイヤ、融着線、特殊合金線等）に関する事業。

（３）譲渡する事業の平成20年3月期における経営成績（連結）

　　　・名称　古河マグネットワイヤ株式会社
　　　・主な事業内容　電線及び電線加工品の製造・販売

　　　　業譲渡の理由」にも記載しましたとおり、巻線事業は、長く当社の基幹事業のひとつであ

　　　　　　　社を通じた再就職支援を行う。

　　　　　　　早期退職者募集に伴う特別加算金等により特別損失が発生する見込みです。
　　　　（６）業績への影響

（１）事業譲渡の理由
　　　当社単独での事業継続は困難であると判断し、経営資源を巻線以外の事業に集約して市場の
　　　優位性確保と企業価値の向上を図るため譲渡することを決定いたしました。
（２）事業譲渡の内容

　　　ただし、これらの線材に更に諸加工を加えた製品は今回の事業譲渡には含まれません。

　　　・純資産　2,201百万円



６.その他
役員の異動

役員の異動については未定でありますので、決定次第、公表いたします。
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