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株式会社ハイレックスコーポレーション
〒665-0845　兵庫県宝塚市栄町一丁目12番28号
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第 77 期 報 告 書
2019年11月1日から2020年10月31日まで株 主 通 信

事 業 年 度 毎年11月 1日から翌年10月31日まで
定 時 株 主 総 会 	1 月中
基 準 日

定時株主総会
期末配当金 10月31日

中間配当金 	4月30日

公 告 方 法 電子公告とし、当社ホームページに掲載い
たします。
ただし、電子公告によることができない事
故その他のやむを得ない事由が生じたとき
は、日本経済新聞に掲載いたします。
公告掲載URL：http://www.hi-lex.co.jp/

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目 4番 1号
三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

大阪市中央区北浜四丁目 5番33号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

郵 便 物 送 付 先 〒168-0063　
東京都杉並区和泉二丁目 8番 4号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部

（ 電 話 照 会 先 ） 電話　0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の
本店及び全国各支店で行っております。

・住所変更、単元未満株式の買取のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に
口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口
座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

・未払配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

（各種手続のご案内） URL			https://www.smtb.jp/personal/
agency/index.html

上 場 取 引 所 東京証券取引所　市場第二部
単 元 株 式 数 100株

証券コード	7279
株主メモ

http://www.hi-lex.co.jp/

当社のホームページでは、IR情報をはじめとして、各種情報を
公開しておりますのでご覧ください。

トップページ

株主・投資家情報

事業紹介



トップインタビュー

　当社では、アクセルアクチュエータを利用し、
作業モードと低燃費モードを調整することで、
エネルギーロスを抑えたコントロールケーブ
ルシステムを建設機械用に提供しております。

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼

申し上げます。当社グループの第77期事業年度（2019年

11月1日から2020年10月31日まで）が終了いたしましたので、

その概況をご報告申し上げます。

株主の皆様へ

　当連結会計年度における世界経済は、米中間の通商問
題を巡る緊張、中国経済の先行き不透明感、新型コロナ
ウイルス感染症の感染拡大等による影響から、不透明な
状況で推移いたしました。自動車業界においては、日本
国内の自動車生産台数は前年同期比19.5%減の800万台
となり、米国では前年同期比22.0%減の874万台、中国
では前年同期比5.2%減の2,450万台となりました。
　当連結会計年度の業績は、感染症によるロックダウン並
びに顧客の稼働停止が、各拠点で2020年2月初旬から5
月中旬まで継続し、その後も復調が遅れた影響により、売
上高は1,957億8千4百万円（前期比442億1千7百万円減、
18.4%減）となりました。

　コントロールケーブル、ウインドレギュレータ
といった当社の主力製品は、高い耐久性や信
頼性、コンパクトな構造など優れた特長があり、
自動車の機能部品として採用されております。

　当社の船舶用コントロール・ボックスは耐久性、
耐蝕性にも優れ、レジャーボートや漁船分野では
60％のシェアを確保しております。また、ジェット
ボートや高速艇などの分野にも進出しております。

　ユーザー様、お客様の幸せな暮らしを
少しでもサポートするために、当社独自の
技術を駆使し、福祉・住宅関連の商品を提
供しております。

自動車分野 建設機器・産業機器分野船舶・ボート分野 福祉・住宅関連分野
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　このような状況下で、当社グループでは、一時帰休の
実施、管理職以上の賃金・報酬のカット及び役員賞与不
支給といった経費削減に取り組む一方で、生産性の向上
等の合理化による収益の確保に全社を挙げて努めました
が、販売減少の影響をカバーできず、営業損益は前期比
で大幅に減少し、9億5千2百万円の営業損失（前期は67
億8千9百万円の利益）となりました。
　経常利益は、主に助成金収入、受取配当金並びに受取
利息等による収益と、為替差損及び支払利息等の費用の
影響により、1億8千8百万円（前期比81億7百万円減、
97.7%減）となり、親会社株主に帰属する当期純損益は、
製品保証引当金戻入額5億1千9百万円及び貸倒引当金戻
入額2億1千9百万円を特別利益に計上した一方で、製品
保証引当金繰入額21億6千6百万円を特別損失に計上し
た影響により、35億1千3百万円の損失（前年同期は34
億9千5百万円の利益）となりました。

事業紹介

連結財務ハイライト

Q

A

当期の業績について

新型コロナウイルス感染拡大の影響
から大幅減収・営業赤字となりました。
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トップインタビュー

　当社は、2020年2月12日に東京ビッグサイトで開
催された「Care	TEX東京」に出展しました。
　今回の出展では、介護福祉用品として、ロボット介
護技術を用いて入浴の浴槽のまたぎ動作を支援する、
入浴支援機器（商品名：バスアシスト）を紹介しました。
　浴槽に簡単に設置できる軽量・小型なデザインで、
座面が回転するので浴槽のまたぎが容易です。また、
電気を使用しない水圧式のため、充電の煩わしさもな
く、感電の心配がありません。
　2020年度に50台の先行販売を実施し、2021年5
月には全国販売を開始する予定です。

「Care TEX東京」に出展

入浴支援機器「バスアシスト」

特徴
1．安心　充電不要の水圧式
	 　　	電気を使用せず、感電の心配が

ありません

2．楽々　座面が回転
	 　　	シャワーチェアからの移乗が容易

にできる

3．簡単　操作がわかりやすい
	 　　自宅浴槽に簡単に設置できる

　主な地域別の減益要因については、日本・北米・欧州
では、2020年3月から5月にかけて感染症による操業停
止が本格化し、大幅な減益となりました。中国では、
2020年2月に同様に操業停止が発生するも、3月以降は
操業復帰しましたが、影響を払拭するには至らず、前年同
期比で減少となりました。アジアにおいては、インドネシ
ア・ベトナムでは、2020年4月以降に感染症による直接
的な操業への影響が拡大し、インドでは、直近での国内
自動車市場の低迷に加え、2020年3月から5月にかけて
全面的なロックダウンが長期化したこともあり、大幅な減
益となりました。

　当社は、利益配分につきましては、株主の皆様にとって
の収益性と今後の収益予想や将来の事業展開等を考慮し、
長期的な安定配当を維持していくことを基本方針としてお
ります。
　当期の配当については、経営体質の強化と今後の事業
展開を勘案し、内部留保及び連結での配当性向にも意を
用い、さらに新型コロナウイルス感染症の影響や当社を取
り巻く事業環境等を勘案した結果、1株当たり23円00銭と
し、中間配当金とあわせて通期では34円00銭とさせてい
ただきました。

Q

A

各セグメント別業績について

新型コロナウイルスの影響により、
日本・北米・欧州・アジアで大幅減益

Q

A

当期の配当について

期末配当は1株当たり23円00銭と
させていただきました。

トピックス

売上高

北米 63,080百万円
32.2％

日本 41,710百万円
21.3％

中国 31,800百万円
16.2％

南米 518百万円
0.3％

アジア 44,617百万円
22.8％

欧州 14,056百万円
7.2％

195,784
百万円

△2,000

△1,000

0

1,000

2,000

アジア中国北米日本

セグメント利益又は損失（△）（単位：百万円）

欧州

△40

1,460

1,974

39 △2,088

南米

△512

注）	各セグメント利益又は損失の合計額と連結損益計算書の営業損失との差額の主な内容
は、全社費用及びセグメント間取引の調整であります。

当期（2019年11月1日から2020年10月31日まで）セグメント情報
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“世界最高水準の技術と製品を全世界へお届けするために”、
グローバルネットワークを構築し、現地生産体制を推進しています。

HI-LEX	CABLE	SYSTEM	CO.,LTD.
（U.K.）

HI-LEX	HUNGARY	CABLE	
SYSTEM	MANUFACTURING	LLC
（HUNGARY）
HI-LEX	RUS	LLC（RUSSIA）
HI-LEX	EUROPE	GMBH
（GERMANY）

THAI	STEEL	CABLE	PUBLIC	
COMPANY	LIMITED
（THAILAND）

重慶海徳世拉索系統集団有限公司
（CHINA）

長春海徳世汽車拉索有限公司
（CHINA）

煙台利時徳拉索系統有限公司
（CHINA）
杭州海徳世拉索系統有限公司
（CHINA）

重慶海徳世控制拉索系統有限公司
（CHINA）

広東海徳世拉索系統有限公司
（CHINA）
広州利時徳控制拉索有限公司
（CHINA）

PT.	HI-LEX	INDONESIA
（INDONESIA）

HI-LEX	CZECH,	S.R.O.
（CZECHIA）

HI-LEX	AUTO	PARTS	SPAIN,S.L.
（SPAIN）

HI-LEX	SERBIA	D.O.O.（SERBIA）

HI-LEX	ITALY	S.P.A.（ITALY）

HI-LEX	VIETNAM	CO.,LTD.
（VIETNAM）

HI-LEX	AMERICA	INC.（U.S.A.）
HI-LEX	AUTOMOTIVE	CENTER
（U.S.A.）

HI-LEX	DO	BRASIL	LTDA.
（BRAZIL）

株式会社大同システム（KOREA）

HI-LEX	CONTROLS	INC.
LITCHFIELD	PLANT（U.S.A.）

HI-LEX	CONTROLS	INC.
HUDSON	PLANT（U.S.A.）

DAEDONG	HI-LEX	OF	
AMERICA	INC.（U.S.A.）

HI-LEX	MEXICANA,S.A.DE	C.V.
（MEXICO）

PT.	HI-LEX	PARTS	INDONESIA
（INDONESIA）
PT.	HI-LEX	CIREBON
（INDONESIA）

韓国TSK株式会社（KOREA） 大同ハイレックス株式会社
（KOREA）
大同ドア株式会社（KOREA）

江蘇大同海徳世車門系統有限公司
（CHINA）
江蘇大同多沃汽車配件有限公司
（CHINA）

ユーザーの近くで最高水準の製品を提供するために―。
私たちは積極的な海外展開を図り、現地における生産体制の拡充を推進してきました。
アメリカ、メキシコ、ブラジル、イギリス、ドイツ、イタリア、スペイン、ハンガリー、ロシア、中国、韓国、
インド、インドネシア、ベトナム、タイ、チェコ、セルビアの世界17ヶ国に拠点を展開しております。
最高水準の技術を提供するグローバルネットワークを活用して
世界ブランド「HI-LEX」「TSK」をさらに大きく育ててまいります。

HI-LEX	INDIA	PRIVATE	LTD.
（INDIA）

グローバルネットワーク

本社（JAPAN）

国内グループ9社

出石ケーブル㈱
㈱ハイレックス埼玉
㈱ハイレックス島根
㈱ハイレックス関東
㈱サンメディカル技術研究所
但馬ティエスケイ㈱
㈱ハイレックス宮城
丹波ケーブル㈱
京丹TSK㈱

（2021年1月現在）
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負債・純資産
合計

243,002
流動負債

46,526
固定負債18,640

純資産
177,835

純資産
172,771

流動負債
48,608

固定負債19,130

資産合計
243,002

流動資産
118,054

固定資産
124,942

流動資産
116,423

固定資産
124,083

有形固定資産
60,504
無形固定資産
4,292
投資その他の
資産
59,286

株主資本
145,237

その他の包括
利益累計額
18,366

非支配
株主持分
14,113

株主資本
140,296
その他の包括
利益累計額
17,469
非支配
株主持分
14,893

連結損益計算書の概要 （単位：百万円）

親会社株主に
帰属する

当期純損失

△3,513△1,917
経常
利益

188

営業損失

△952
売上

総利益

20,187

売上高

195,784

240,002

6,789
8,295

3,495

売上高 営業利益 経常利益 親会社株主に
帰属する

当期純利益

営業外
収益

2,745
特別
利益
815

特別
損失

2,921

法人税等／
非支配株主に

帰属する
当期純利益

1,596

連結貸借対照表の概要 （単位：百万円）

連結キャッシュ・フロー計算書の概要 （単位：百万円）

40,221 43,266

現金及び現金
同等物の
期末残高

現金及び現金
同等物の
期首残高

営業活動による
キャッシュ・フロー

12,775
現金及び

現金同等物に
係る換算差額

593

財務活動による
キャッシュ・フロー

△1,690

投資活動による
キャッシュ・フロー

△8,632

有形固定資産
59,299

無形固定資産
6,433

投資その他の
資産

59,209

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

※記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

当期
（2019年11月1日から2020年10月31日まで）

当期
（2019年11月1日から2020年10月31日まで）

前期末
（2019年10月31日現在）

当期末
（2020年10月31日現在）

前期末
（2019年10月31日現在）

当期末
（2020年10月31日現在）

前期
（2018年11月1日から2019年10月31日まで）

資産合計
240,510

負債・純資産
合計

240,510

営業外
費用

1,605

販売費及び
一般管理費
21,139

販売費及び
一般管理費
21,139

売上原価
175,596
売上原価

175,596

税金等
調整前
当期

純損失

ROE =
親会社株主に帰属する当期純利益

自己資本（期首・期末の平均）

ROA =
経常利益

総資産（期首・期末の平均）

第73期 第74期 第75期 第76期 第77期

ROE ROA　（%）
8.0 7.4

4.7
3.4

0.1

7.7
5.9

3.4 2.1

ROE（自己資本利益率）・ROA（総資産利益率）の推移

詳細はホームページに掲載されている
株主・投資家情報をご覧ください。

http://www.hi-lex.co.jp/ir/

連結決算概要

注）	第77期のROEについては、親会社株主に帰属
する当期純損失を計上しているため記載しており
ません。
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アメリカ、メキシコ、ブラジル、
イギリス、ドイツ、イタリア、スペイン、
ハンガリー、ロシア、中国、韓国、
インド、インドネシア、ベトナム、タイ、
チェコ、セルビア

事業所

連結子会社等

（2021年1月現在） （2020年10月31日現在）

（2020年10月31日現在）

（2020年10月31日現在）

（2021年1月現在）

商号 株式会社ハイレックスコーポレーション
設立 1946年11月
資本金 56億5,705万6,150円
代表 代表取締役社長　寺浦　太郎
従業員数 995名

（従業員数には、出向者は含んでおりません。）

発行可能株式総数 80,000,000株
発行済株式の総数 38,216,759株

（自己株式148,119株を含む）
株主数 3,519名

取締役会長 寺 浦 　 實
代表取締役社長 寺 浦 太 郎
代表取締役副社長 中 野 充 宏
常務取締役 平 井 彰 一
取締役 正 木 靖 子
取締役 加 藤 　 徹
取締役 赤 西 芳 文
常勤監査役 松 本 耕 一
監査役 吉 竹 英 之
監査役 小 林 佐 敏
監査役 太 田 克 実
取締役	正木靖子、取締役	加藤徹及び取締役	赤西芳文の3氏は、社外取締
役であります。
監査役	吉竹英之、監査役	小林佐敏及び監査役	太田克実の3氏は、社外監
査役であります。
当社は取締役	正木靖子、取締役	加藤徹、取締役	赤西芳文、監査役	吉竹
英之、監査役	小林佐敏及び監査役	太田克実の6氏を東京証券取引所の定
めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

会社の概要

役員

株式の状況

大株主
株主名 持株数

（千株）
持株比率
（％）

寺浦興産株式会社 9,411 24.72

公益財団法人寺浦奨学会	 1,554 4.08

ビービーエイチ	フオー	フイデリテイ	ロー		
プライスド	ストツク	フアンド	
（プリンシパル	オール	セクター	サブポートフオリオ）

1,342 3.52

日本生命保険相互会社 1,259 3.30

ジェーピー	モルガン	バンク	ルクセンブルグ		
エスエイ	380578 1,157 3.04

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,085 2.85

西川ゴム工業株式会社 1,034 2.71

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 954 2.50

本田技研工業株式会社 850 2.23

株式会社アルファ 806 2.11

分布状況

配当金の推移（単位：円）

所有者別
株主分布

所有者別
株式分布

■個人・その他 3,269名 92.89％
■その他国内法人 95名 2.70％
■証券会社 25名 0.71％
■金融機関 15名 0.43％
■外国法人等 115名 3.27％

■個人・その他 7,151千株 18.71％
■その他国内法人 15,706千株 41.10％
■証券会社 550千株 1.44％
■金融機関 5,935千株 15.53％
■外国法人等 8,873千株 23.22％

出石ケーブル株式会社
株式会社ハイレックス島根
株式会社ハイレックス埼玉
株式会社ハイレックス関東
株式会社サンメディカル技術研究所
但馬ティエスケイ株式会社
株式会社ハイレックス宮城
TSK	of	AMERICA	INC.
HI-LEX	AMERICA	INC.
HI-LEX	CONTROLS	INC.
DAEDONG	HI-LEX	OF	AMERICA	INC.
HI-LEX	MEXICANA,S.A.DE	C.V.
HI-LEX	CABLE	SYSTEM	CO.,LTD.
HI-LEX	HUNGARY	CABLE	SYSTEM	MANUFACTURING	LLC
HI-LEX	RUS	LLC
HI-LEX	EUROPE	GMBH
HI-LEX	ITALY	S.P.A.
HI-LEX	AUTO	PARTS	SPAIN,S.L.
HI-LEX	CZECH,	S.R.O.
HI-LEX	SERBIA	D.O.O.

韓国TSK株式会社
大同ハイレックス株式会社
大同ドア株式会社
重慶海徳世拉索系統集団有限公司
重慶海徳世控制拉索系統有限公司
長春海徳世汽車拉索有限公司
広東海徳世拉索系統有限公司
広州利時徳控制拉索有限公司
杭州海徳世拉索系統有限公司
煙台利時徳拉索系統有限公司
江蘇大同海徳世車門系統有限公司
江蘇大同多沃汽車配件有限公司
海徳世汽車部件（瀋陽）有限公司
HI-LEX	INDIA	PRIVATE	LTD.
PT.	HI-LEX	INDONESIA
PT.	HI-LEX	PARTS	INDONESIA
PT.	HI-LEX	CIREBON
HI-LEX	VIETNAM	CO.,LTD.
HI-LEX	DO	BRASIL	LTDA.
HI-LEX	DOOR	INDIA	PRIVATE	LIMITED.

会社情報／株式情報

医療機器事業部、三田工場、三田西工場、
柏原工場、三ケ日工場（浜松営業所）、
宇都宮技術センター（宇都宮営業所）、
東京営業所、名古屋営業所、広島営業所
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53.060

40

20

0

■中間　■期末

2017年 2018年 2020年（当期）

26.5

26.5 34.0

11.0
23.0

53.0

26.5

26.5

53.0

26.5

26.5

2019年

09 10


