
　株主の皆様には、平素より格別のご支援ならび
にご厚情を賜り心より御礼申し上げます。
　当上半期（第2四半期連結累計期間）における
当社グループの業績は、光ファイバ・ケーブルの
需要が引き続き旺盛であったことや自動車用ワ
イヤハーネスが新車種へ採用拡大したこと、生産
性向上や製品ミックスの改善により銅箔事業が

好調に推移したことなどによって、前年同期比ですべての事業セグメント
が増収増益となりました。
　さて、前期よりスタートした中期経営計画では、「事業の強化と変革」、
「グローバル市場での拡販推進」、「新事業の開拓加速」を主要施策と位置
づけていますが、私が先頭に立ってこれらをやりきり、計画を達成するこ
とで成長軌道に乗せてまいります。
　また、「売り方」、「つくり方」、「働き方」改革を加速し、株主の皆様を始め
としたステークホルダーの期待に応え、財務基盤を強化してまいります。

　なお、後記のとおり当期の中間配当は見送りとさせていただきますが、
期末配当は1株につき60円と前期比5円の増配を予定しております。

　皆様には、倍旧のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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第196期 上半期 株主通信
2017年4月1日～2017年9月30日

みずほ信託銀行株式会社  証券代行部
〒168-8507  東京都杉並区和泉二丁目8番4号
電話  0120-288-324（フリーダイヤル）

株主名簿
管理人

（連絡先）

上半期業績について株主の皆様へ

古河電気工業株式会社
代表取締役社長
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※2017年12月に発送した株主通信（ハガキ）を
　掲載しております。



当社は、優れた防食性などを実現したアルミ防
食端子「α端子シリーズ」のラインナップを拡
充し、本格量産を開始しました。今後、さらに
バリエーションを充実させ、また圧着設備の供
給体制も整備することで、国内外のお客様への
展開を図ります。

証券会社などに口座をお持ちでない場合
（「特別口座」の場合）証券会社に口座をお持ちの場合

会社概要 （2017年9月30日現在）

古河電気工業株式会社
（Ｆｕｒｕｋａｗａ Ｅｌｅｃｔｒｉｃ Ｃｏ．， Ｌｔｄ.）
1896年6月25日
69,395百万円
50,736人（連結） 3,677人（単体）
39,104名
http://www.furukawa.co.jp/
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株主メモ （各種お問い合わせ先）

（注）当社は、2016年10月1日付で普通株式10株を1株にする株式併合を実施しておりますの
で、本グラフに記載の2013年度から2015年度の配当金実績は、株式併合後の一株当
たり配当金水準と一致させるため実際の配当金額を10倍にして表示しております。

「各種お手続き」お取扱店
 ・住所変更
 ・配当金受取方法の変更
 ・相続による名義変更

など

「特別口座」では、単元未満株式
の買取・買増以外の株式売買は
できません。
証券会社などに口座を開設し、

「株式の振替手続き」を行ってい
ただく必要があります。

「支払明細の発行」については、
下記までご連絡ください。

みずほ信託銀行㈱
本店および全国各支店

０１２０－２８８－３２４
通話料無料 土・日・祝日を除く

９：００～１７：００

未払配当金のお支払い

ご 注 意

単 元 未 満 株 式 の
買 取・買 増 の お 手 続 き

「お取引されている証券会社」
までご連絡ください。

みずほ信託銀行㈱
本店および全国各支店

みずほ信託銀行 本店および全国各支店
みずほ銀行 本店および全国各支店

決 算 ・ 企 業 情 報 古河電気工業（株） IR・広報部　03-3286-3050

〒１６８－８５０７
東京都杉並区和泉２－８－４

みずほ信託銀行㈱ 証券代行部

配当金推移

5月10日の前期決算発表時に公表しました通り、当社は、業績回
復および財務体質改善の途上にあることや、単体の業績見通しお
よび利益剰余金の水準などを考慮の結果、当期の中間配当につ
きまして見送ることといたしました。なお、期末配当は60円の実
施を予定しております。
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みずほ信託銀行㈱ 証券代行部

０１２０－２８８－３２４
通話料無料 土・日・祝日を除く

９：００～１７：００

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　）

みずほ信託銀行㈱
本店および全国各支店
０１２０－２８８－３２４

通話料無料 土・日・祝日を除く
９：００～１７：００

インフラ/自動車分野に注力

主なトピックス

（　　　　　　　　）中間配当金について2017年4月1日から
2018年3月31日まで第196期

1 光ファイバの製造能力を増強

（　　　　　　　　　）電話でのお問い合わせ先

（　　　　　　　　　）郵 送 物 送 付 先

情報通信ネットワークの拡大を背景に光ファイバの
需要が世界中で拡大しています。
当社は、光ファイバの製造能力を2016年度比でほぼ
倍増する増産投資を決定いたしました。この増産投
資の追加投資総額は、約150百万米ドルであり、北
米および欧州の製造拠点を中心に製造能力を増強し
ます。

4 耐熱性に優れた無酸素銅条を開発
当社は、世界トップレベルの耐熱性能を誇る無酸素
銅条「GOFC」の開発に成功しました。従来の無酸素
銅条が 500℃以上で結晶粒が粗大化するところを、

「GOFC」は、800℃まで結晶粒が小さいまま抑制す
ることが可能です。今後、高性能化が進む次世代自
動車などのパワーモジュールの生産性向上に貢献
します。

2 自動車用ワイヤハーネスのアルミ防食端子ラインナップを拡充

3 カーボンナノチューブ電線の開発テーマが NEDO のプロジェクトに採択

光ファイバ製造工場

α端子シリーズ

無酸素銅条

カーボンナノチューブ（CNT）
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カーボンナノチューブ（CNT）は、銅の1/5の軽さで鋼鉄
の20倍の強度、金属的な導電性という優れた特性を持
ちます。
このたび当社が取り組んできた「超軽量 CNT電線の開
発」テーマが国立研究開発法人新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）のプロジェクトに採択されまし
た。引き続き、当社は電気自動車用モータなどの小型軽
量化に大きく貢献するCNT電線の開発に取り組んでま
いります。


