
本資料は、資料作成時点で入手可能な情報に基づいて当社が作成したものであり、業績予測や事業・製品の開発計画を含みます。当社は業績予
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化粧品原料、半導体用特殊ガス、繊維原料、
工業用ガス等

ハードディスク、レアアース磁石用合金等

プラスチック原料、合成ゴム原料等

黒鉛電極（電炉製鋼用電極）、研削材等

2011年売上高
8,542 億円

石油化学

28%

アルミニウム

14%

化学品

14%

エレクトロニクス

18%
無機

9%

（１）業績について

6セグメント：個性的な製品・技術でエレクトロニクス分野向けに注力

2012年売上高予想
8,800億円

電解コンデンサー用高純度箔、飲料缶、
レーザービームプリンター用シリンダー 等

3

その他

17%
リチウムイオン電池材料等



売上高・営業利益・経常利益・当期純利益の全項目で、2010年比増収・増益
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2011年通期決算:営業利益前期比22.3%増益

（１）業績について

(単位：億円）

2010年 2011年 増減 2012年予想* 増減予想

売上高 7,972 8,542 570 8,800 258

営業利益 387 474 86 480 6

経常利益 305 400 95 420 20

当期純利益 127 170 43 230 60

1株当たり配当 3円 3円（予定） － 3円 －

（＊ 2012 年予想は2012年2月9日発表）



〔セグメント別売上高・営業利益〕

5※2010年の売上高、営業利益は「セグメント情報等の開示に関する会計基準」等を適用し、ご参考として、変更後のセグメントに対応するよう組み替えて表示しています。

2011年通期業績: エレクトロニクス、石油化学セグメントが業績をけん引

（１）業績について

（単位：億円）

セグメント 2010年 2011年 増減 2012年予想 増減予想

売上高 1,996 2,504 508 2,400 △ 104
営業利益 23 35 12 45 10
売上高 1,336 1,302 △ 34 1,400 98
営業利益 56 20 △ 36 45 25
売上高 1,480 1,650 170 1,900 250
営業利益 149 302 153 260 △ 42
売上高 780 776 △ 4 850 74
営業利益 101 96 △ 4 100 4
売上高 1,301 1,243 △ 58 1,050 △ 193
営業利益 85 62 △ 23 60 △ 2
売上高 1,541 1,506 △ 35 1,600 94
営業利益 20 19 △ 2 30 11
売上高 △ 461 △ 439 22 △ 400 39
営業利益 △ 48 △ 61 △ 14 △ 60 1
売上高 7,972 8,542 570 8,800 258
営業利益 387 474 86 480 6

   

合計

アルミニウム

調整額

無機

エレクトロ
      ニクス

化学品

石油化学

その他

エレクトロニクス、石油化学が業績をけん引し、2010年比増収・増益

（＊ 2012 年予想は2012年2月9日発表）

ＨＤは旺盛な需要を背景に能力増強が寄与し販売
数量が増加。また、レアアース磁石用合金は原料
価格上昇に伴い販売価格が上昇。
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財務体質改善:有利子負債の削減、格付けの引き上げ

（億円）

【有利子負債残高、D/Eレシオ推移】

*D/E レシオ=有利子負債残高/純資産 35

1.17

1.48

1.23

D/Eレシオは、2013年に1.0倍を見込む

（1）業績について

6

㈱日本格付研究所（JCR）よりA- を取得 （2011年9月・長期優先債務格付）

1.30
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中期経営計画「PEGASUS(ペガサス）」事業ドメイン

豊かさと持続性が調和する社会の創造に貢献

提供する価値提供する価値

資源効率改善資源効率改善

非従来型エネルギー活用非従来型エネルギー活用

環境負荷軽減環境負荷軽減

資源リサイクル資源リサイクル

高度情報集積高度情報集積

部材・素材部材・素材
ソリューションソリューション

付加価値創出型企業への進化付加価値創出型企業への進化

基盤技術基盤技術

先端技術先端技術

特異技術特異技術

情報・電子情報・電子

エネルギー・環境エネルギー・環境
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（2）事業ポートフォリオ戦略



黒鉛電極黒鉛電極

ハードハード
ディスクディスクレアレア

アースアース

石油化学石油化学
化学品系化学品系
基礎品基礎品

アルミニウム缶アルミニウム缶
ショウティックショウティック

高純度アルミ箔高純度アルミ箔
LBPLBP用シリンダー用シリンダー

無機系無機系
各種機能材各種機能材

LEDLED

電池材料電池材料

アリル系アリル系
誘導品誘導品

半導体半導体
高純度ガス高純度ガス

化学品系化学品系
各種機能材各種機能材

照明用照明用
有機有機ELEL

パワー半導体パワー半導体
SiCSiC

エネルギー・環境関連市場

高度情報電子機器市場

産業基礎材料市場

（2）事業ポートフォリオ戦略

目指す事業ポートフォリオ

ハードディスクと黒鉛電極を中心に成長を実現

＊ 円の大きさは収益規模のイメージ

9

基盤育成

成長

安定

①

②

③

④

⑤

〔エレクトロニクス〕
〔エレクトロニクス〕

〔無機〕

〔石油化学〕
〔アルミニウム〕

〔アルミニウム〕

〔化学品〕

〔化学品〕

〔化学品〕

〔エレクトロニクス〕

〔その他〕

〔石油化学〕

〔無機〕

〔 〕：セグメント名称



①【HD】ハードディスクドライブ（HDD）

（2）事業ポートフォリオ戦略

ハードディスクドライブ（Hard Disk Drive: HDD）は、データの記憶装置

主な用途：ノートＰＣ、ＨＤＤ搭載のデジタル家電分野（HDD内蔵テレビ、HDDレコーダー、
ビデオカメラ、カーナビ）に加えて、サーバー用途も伸張

（写真：HDDと2.5インチサイズと3.5インチサイズのHD） 10

磁気ヘッド

スピンドルモーター

当社は、ハードディスクドライブの中央に
ある円盤「ハードディスク(HD)」を生産
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【 世界HDD出荷予想 】

（データ：昭和電工推定）

(百万台)

①【HD】拡大するHDD市場

・ ＰＣ世界需要は、新興国・法人向けに堅調な推移を見込む

（2）事業ポートフォリオ戦略

・ “ビッグデータ”時代の到来により、大量のデータを保存・管理するデータセンターや

クラウド対応のサーバーがＨＤＤ需要をけん引

11

クラウドサーバー

データ
通信量が

増大

ＨＤＤ世界需要は、年率7～8%程度の拡大を見込む

660
621

557

650



世界HD出荷シェア 〔2011年通期〕

①【HD】当社HD事業の強み

ウェスタンデジタル
（米国）

21%

ＨＧＳＴ（日本）
15% シーゲート（米国）

32%

富士電機（日本）
7%

昭和電工

25%

出典：Trend Focus/  
当社推定

当社は外販NO.1HDメーカー

独自技術で、HDの高容量化をリード

積極的に事業展開

高容量HDの需要拡大に対応し能力を増強

22百万枚/月⇒27百万枚/月 (2011年7月)

投資額 155億円

当社が得意とする高容量品
第5世代（ガラス334GB、アルミ750GB）の出荷が伸長

HD工場

当社のHD工場

⇒第6世代（ガラス500GB）の量産開始（2011年7月）

12

世界 大記録容量
（2011年8月3日発表日現在）

外販メーカーとして
世界No.1シェア

（2）事業ポートフォリオ戦略

HD工場



②【黒鉛電極】電炉で消費される黒鉛電極

（2）事業ポートフォリオ戦略

黒鉛電極：電気製鋼炉（電炉）で鉄を生産する際に、原料の鉄スクラップを溶かすために
使用される消耗部材

（電炉鋼に使用される黒鉛電極）

当社は、電炉の上部から
炉内に差し込まれている

「黒鉛電極」を生産

（電極に大電流を流し原料を溶かします）

電炉鋼は、橋やビル・マンションなどの建築資材として
用いられます 13

世界No.1シェア
（超大口径品30、

32インチ）



顧客業界である電炉鋼の生産は世界的に拡大

必須消耗部材である黒鉛電極の市場も拡大し

徐々に需給タイト化

・鉄をリサイクルするため環境への負荷低減

・コスト的に優位
【電炉鋼の特長】

【電炉鋼世界生産推移・予測】
（ＭＴ）

14

（データ：昭和電工推定）

・サウスカロライナ工場（米国）：

大口径電極生産を中心とした高効率の大型新鋭工場

３万トンの能力増強を決定

現状 ４万５千トン/年 ⇒ 2013年末 ７万５千トン/年へ

・大町工場（長野県）：６万トン/年
世界 大級の工場、自家水力発電を活用

米国の生産能力増強中

日本・米国２拠点の生産能力 １３万５千トン/年へ

②【黒鉛電極】拡大する電炉鋼市場

（2）事業ポートフォリオ戦略

世界シェア
単独３位へ

大町工場

サウスカロライナ工場

【当社黒鉛電極生産・供給体制】

509
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285
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③【レアアース磁石用合金】中長期的な需要増加に対応

安定した原料調達・供給体制

⇒中国に2拠点のレアアース磁石合金製造工場を展開

能力増強を実施し、中国で4,000トン体制を確立（2011年7月）

⇒ 磁石合金原料リサイクル工場をベトナムに設立（2010年5月より稼動）

レアアース磁石：ハイブリッドカー、電気自動車向け中心に需要拡大

世界トップレベルの製造技術で積極的に事業を拡大

電動パワステ

各種モーター用磁石

風車

レアアース磁石用合金

15

（2）事業ポートフォリオ戦略

ハイブリッドカー

省エネエアコン

⇒ ジスプロシウム使用量を大幅に削減した合金やジスプロシウムを使用しない合金を開発中



当社は、リチウムイオン電池関連材料として４部材を展開

リチウムイオン電池：電気自動車、蓄電池などで需要拡大

電気自動車

リチウムイオン電池

16

（2）事業ポートフォリオ戦略

蓄電池

スマートフォン／携帯電話

－ ＋

④当社が開発を進める「リチウムイオン電池（LIB）材料」

アルミラミネート包材

● 特長：LIBの長寿命化、大電流の使用を実現

● 用途：電気自動車 等

● 特長：LIBの高容量化、長寿命化を実現

● 用途：電気自動車、電気・電子部品搬送容器等

● 特長：LIBの急速充・放電性能を向上

● 用途： 大型リチウムイオン電池

● 特長：成形の自由度の高さ、軽量、高い放熱性

● 用途：スマートフォン、モバイルPC 等

カーボン系負極材SCMG®

正・負極添加剤VGCF®正極集電体ＳＤＸ®
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タッチパネル用ガラス代替材料

 高い透明性と耐熱性を両立

– メガネレンズ向け樹脂で培った技術を応用

 高レベルの性能

– 耐熱性 250℃の高温プロセスで使用可能

– 光学特性 全光線透過率92%、低複屈折

– 表面特性 鉛筆硬度3H以上の高い表面硬度

 事業化にむけた体制整備

– 大分コンビナート内でパイロット設備稼働

– ロール、シート形状で供給

⑤耐熱透明フィルム「ショウレイアル®」

ショウレイアル® ロゴ

（2）事業ポートフォリオ戦略



株式会社日本政策投資銀行
の環境経営度の審査において

高ランクの格付けを取得

地球環境保全への取り組み、ライフラインを支える製品

〔地球環境保全への取り組み ～温室効果ガス削減へ向けて〕

・生産設備の改善

- CO2を年間5万9千ｔ削減する 新鋭分解炉へ2010年に更新

（大分石油化学コンビナート）

- 当社が使用する電力の約21％（11年実績）を
国内4事業所の自家水力発電所で発電

・クリーンエネルギー源・水力発電所の活用

昭和電工のCSR

18

（新分解炉）

〔製品を通じた社会貢献〕
・電力の安定供給に貢献

- 独立系発電事業者（IPP）として、電力を東京電力㈱へ供給

・安全な水道水の供給に貢献 ～次亜塩素酸ソーダ

-水道水や下水の殺菌に使用

・環境浄化に貢献 ～アンモニア「エコアン®」

-使用済みプラスチックを原料の一部に

使用したアンモニア「エコアン®」
-アンモニアは、火力発電所から排出される
窒素酸化物（NOx）を分解する材料

（IPP設備）

（アンモニア「エコアン®」）

（常盤発電所）



地域社会への貢献

子ども化学実験ショー 出前授業

LED素子やレアアー
ス磁石用合金を生産
する秩父事業所が、
地元小学校でLEDラ
イトやレアアース
磁石を用いた実験を
実施。

－アルミ缶メーカーとして、アルミ缶リサイクル活動を1972年より
グループで展開

－次世代を担う子供達への教育に積極的に取り組み
化学実験や環境教育、工場見学などで地域へ貢献

19

小・中学生を対象に
開催された化学実験
イベント「夢・化学21」に
参加。

〔アルミ缶リサイクル活動への取り組み〕

〔化学実験や環境教育への取り組み〕

• 学校や自治会等と共同でのリサイクル活動

• 地域の清掃活動でのアルミ缶回収

（アルミ缶リサイクル40周年記念ポスター）

昭和電工のCSR

収益は地域の社会福祉協議会や障害者サークルへ寄付され、
地域の福祉活動に役立てていただいております。



世界シェアの高い主な当社製品

20

〔ご参考〕

アルミ電解コンデンサー用
高純度箔

黒鉛電極

アルミラミネート包材

ハードディスク

レーザービームプリンター用
アルミニウムシリンダー

世界No.1シェア
（超大口径品30、

32インチ）

外販メーカーとして
世界No.1シェア

世界シェア
単独３位へ
（能力増強後）

世界No.1シェア世界No.1シェア
（リチウムイオン電池用）

世界No.1シェア

（2012年2月現在。当社推定）

ＶＧＣＦ®

レーザービームプリンターの基幹
部品であるアルミニウム・シリン
ダー

電気自動車などに搭載される
リチウムイオン電池の正極材、
負極材に添加されるVGCF®

スマートフォンなどに用いられる
リチウムイオン電池用のアルミ
ラミネート包材

IT機器、家電、自動車に搭載さ
れる電解コンデンサー用の高純
度アルミニウム箔



*中期経営計画「ペガサス」：2010年12月発表 **営業利益／総資産

3.00 円

1.23倍

3,510

5.2 %

4.2 %

127

305

387

7,972

2010年2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2011年

売上高
（億円） 6,894 7,407 8,119 9,145 10,232 10,039 6,782 8,542

営業利益
（億円） 385 521 572 687 767 268 △50 474

経常利益
（億円） 238 389 470 575 600 98 △223 400

当期純利益
（億円） 103 76 156 288 331 25 △380 170

ROA** 4.1 % 5.5 % 5.8 % 6.6 % 7.4 % 2.8 % － 5.0 %

ROE 6.5 % 4.4 % 8.1 % 13.0 % 12.9 % 0.9 % － 6.9 %

有利子負債
残高
（億円）

5,274 5,024 4,488 4,332 3,956 3,929 3,739 3,473

D/E レシオ 3.18 倍 2.83 倍 2.17 倍 1.63 倍 1.32 倍 1.48 倍 1.30 倍 1.17倍

1株当たり
期末配当金 2.00 円 3.00 円 3.00 円 4.00 円 5.00 円 5.00 円 3.00 円

3.00 円
(予定）

主要業績推移
〔ご参考〕

21

スプラウト プロジェクト・パッション パッション・エクステンション ペガサス*



会社概要

会社名

設立

代表取締役社長

本社所在地

資本金

連結従業員数

グループ会社

ホームページ

主要営業品目

昭和電工株式会社 （決算期：12月/東証1部：証券コード4004）

1939年6月1日

市川 秀夫

105‐8518 東京都港区芝大門一丁目13番9号

1,406億円 (2011年12月末)

11,542人 (2011年12月末)

連結子会社 42社 持分法適用会社 18社 （2011年12月末）

http://www.sdk.co.jp/

 石油化学 : オレフィン（エチレン、プロピレン）、
有機化学品（酢酸ビニルモノマー、酢酸エチル、アリルアルコール）

 化 学 品 : 基礎化学品（アクリロニトリル、液化アンモニア、クロロプレンゴム、苛性ソーダ、
塩素）、特殊化学品（アミノ酸、分析機器用カラム）、 産業ガス（液化炭酸ガス、
ドライアイス、酸素、窒素、水素）、半導体向け特殊ガス・機能薬品、
機能性高分子材料（合成樹脂エマルジョン、不飽和ポリエステル樹脂、
工業用フェノール樹脂）

 エレクトロニクス : ハードディスク、レアアース磁石合金、LED
 無 機 :黒鉛電極、セラミックス（アルミナ、研削研磨材）、ファインセラミックス

 アルミニウム : コンデンサー用高純度箔、LBP用シリンダー、押出品、鍛造品、熱交換器、
飲料用缶

 そ の 他：リチウムイオン電池材料、建材、卸売
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昭和電工グループ
スローガン
「具体化。」




