
目　　　　　　　　　　次

第 95 期　有価証券報告書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　頁

【表紙】--------------------------------------------------------------------------------------------------------　１

　第一部 【企業情報】------------------------------------------------------------------------------------  ２
　　第１ 【企業の概況】---------------------------------------------------------------------------------  ２
　　　　１ 【主要な経営指標等の推移】------------------------------------------------------------  ２
　　　　２ 【沿革】---------------------------------------------------------------------------------------  ４
　　　　３ 【事業の内容】 -----------------------------------------------------------------------------  ５

　　　　４ 【関係会社の状況】-------------------------------------------------------------------------- ８

　　　　５ 【従業員の状況】---------------------------------------------------------------------------  10
　　第２ 【事業の状況】---------------------------------------------------------------------------------  11

　　　　１ 【業績等の概要】---------------------------------------------------------------------------  11
　　　　２ 【生産、受注及び販売の状況】---------------------------------------------------------  14
　　　　３ 【対処すべき課題】------------------------------------------------------------------------  15
　　　　４ 【経営上の重要な契約等】---------------------------------------------------------------  16
　　　　５ 【研究開発活動】---------------------------------------------------------------------------  17
　　第３ 【設備の状況】---------------------------------------------------------------------------------  20
　　　　１ 【設備投資等の概要】---------------------------------------------------------------------  20
　　　　２ 【主要な設備の状況】---------------------------------------------------------------------  21
　　　　３ 【設備の新設、除却等の計画】---------------------------------------------------------  23
　　第４ 【提出会社の状況】---------------------------------------------------------------------------  24
　　　　１ 【株式等の状況】---------------------------------------------------------------------------  24
　　　　２ 【自己株式の取得等の状況】------------------------------------------------------------  28
　　　　３ 【配当政策】---------------------------------------------------------------------------------  28
　　　　４ 【株価の推移】------------------------------------------------------------------------------  28
　　　　５ 【役員の状況】------------------------------------------------------------------------------  29
　　第５ 【経理の状況】---------------------------------------------------------------------------------  32
　　　　１ 【連結財務諸表等】------------------------------------------------------------------------  33
　　　　２ 【財務諸表等】------------------------------------------------------------------------------  67
　　第６ 【提出会社の株式事務の概要】------------------------------------------------------------  96
　　第７ 【提出会社の参考情報】---------------------------------------------------------------------  97
　第二部 【提出会社の保証会社等の情報】---------------------------------------------------------  98

監査報告書

　平成 14 年 12 月連結会計年度

　平成 15 年 12 月連結会計年度

　平成 14 年 12 月会計年度

　平成 15 年 12 月会計年度



� 1 �

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 証券取引法第24条第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成16年３月30日

【事業年度】 第95期(自　平成15年１月１日　至　平成15年12月31日)

【会社名】 昭和電工株式会社

【英訳名】 Showa Denko K.K.

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　大　橋　光　夫

【本店の所在の場所】 東京都港区芝大門一丁目13番９号

【電話番号】 東京　03 (5470) 3384

橋　本　知　久【事務連絡者氏名】 ビジネス・サポート・センター
経理グループ
会計・税務チームリーダー

【最寄りの連絡場所】 東京都港区芝大門一丁目13番９号

【電話番号】 東京　03 (5470) 3384

橋　本　知　久【事務連絡者氏名】 ビジネス・サポート・センター
経理グループ
会計・税務チームリーダー

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)



� 2 �

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第91期 第92期 第93期 第94期 第95期

決算年月 平成11年12月 平成12年12月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月

売上高 (百万円) 662,747 746,999 708,900 674,017 689,366

経常利益 (百万円) 10,416 16,586 3,932 17,287 23,840

当期純損益 (百万円) △632 2,762 △34,259 13,024 10,317

純資産額 (百万円) 85,883 144,675 139,457 150,121 166,087

総資産額 (百万円) 961,692 1,088,622 1,030,872 986,543 939,879

１株当たり純資産額 (円) 82.74 139.34 122.54 131.92 145.96

１株当たり当期純損益 (円) △0.61 2.66 △30.78 11.44 9.07

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― 11.42 ―

自己資本比率 (％) 8.9 13.3 13.5 15.2 17.7

自己資本利益率 (％) △0.7 2.4 △24.1 9.0 6.5

株価収益率 (倍) ― 58.6 ― 13.2 26.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) ― 43,443 35,731 37,495 63,561

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) ― △20,751 △23,036 △846 △25,099

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) ― △51,304 △22,651 △43,103 △35,900

現金及び現金同等物
の期末残高

(百万円) ― 33,067 30,089 23,260 26,485

従業員数 (名) ― 13,207 11,970 10,933 10,623

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、調整計算の結果、１株当たりの当期純利益が希薄化

しなかった場合には記載しておらず、また、１株当たり当期純損失を計上している場合においても記載

していない。

３　株価収益率は、１株当たり当期純損失を計上している場合には記載していない。

４　キャッシュ・フロー各項目及び従業員数については、第92期が新様式適用初年度となっているため、第

91期については、記載していない。

５　当連結会計年度より、「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純損益」及び「潜在株式調整後１株

当たり当期純利益」の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準

第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）

を適用している。
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(2) 提出会社の経営指標等

回次 第91期 第92期 第93期 第94期 第95期

決算年月 平成11年12月 平成12年12月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月

売上高 (百万円) 362,211 365,854 434,510 437,633 461,994

経常利益 (百万円) 3,822 9,824 109 10,120 12,967

当期純損益 (百万円) 163 932 △47,513 17,777 5,020

資本金 (百万円) 105,448 105,459 110,451 110,451 110,451

発行済株式総数 (千株) 1,038,036 1,038,260 1,138,100 1,138,100 1,138,101

純資産額 (百万円) 156,286 221,673 152,670 167,154 177,432

総資産額 (百万円) 563,860 663,799 771,037 762,223 758,847

１株当たり純資産額 (円) 150.56 213.50 134.15 146.88 155.92

１株当たり配当額
(内１株当たり
中間配当額)

(円)

(円)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

―

(―)

2.00

(―)

１株当たり当期純損益 (円) 0.16 0.90 △42.68 15.62 4.41

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

(円) ― ― ― 15.48 ―

自己資本比率 (％) 27.7 33.4 19.8 21.9 23.4

自己資本利益率 (％) 0.1 0.5 △25.4 11.1 2.9

株価収益率 (倍) 731.3 173.3 ― 9.7 54.6

配当性向 (％) ― ― ― ― 45.3

従業員数 (名) 4,046 3,346 5,594 4,769 4,248

(注) １　売上高には、消費税等は含まれていない。

２　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、調整計算の結果、１株当たりの当期純利益が希薄化

しなかった場合には記載しておらず、また、１株当たり当期純損失を計上している場合においても記載

していない。

３　株価収益率は、１株当たり当期純損失を計上している場合には記載していない。

４　第93期から自己株式を資本に対する控除項目としており、また、１株当たりの各数値の計算については、

発行済株式数から自己株式数を控除して算出している。

５　当期より、「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純損益」及び「潜在株式調整後１株当たり当期

純利益」の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号）及

び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号）を適用して

いる。



 

２ 【沿革】 

当社は、昭和14年６月１日、日本電気工業株式会社と昭和肥料株式会社との合併により、典型的な

電気化学工業会社として発足した。 

日本電気工業株式会社は、その発祥を明治41年にまで遡り、水力発電を利用してアルミニウム、研

削材、人造黒鉛電極、工業薬品等の製造販売を手がけ、昭和９年にはわが国で初めてアルミニウム精

錬の工業化を達成した。 

一方、昭和肥料株式会社は、化学肥料の製造販売を目的として設立され、昭和６年にはわが国最初

の国産法硫安の製造に成功した。 

当社は、その後昭和32年に石油化学へ参入し総合化学会社としての地位を築いたが、連結中期経営

計画に基づき、個性派化学を確立し企業価値を増大することを図っている。 

平成13年には、アルミニウム事業の強化・拡大を図るため、昭和アルミニウム株式会社を合併した。 

 

明治41年12月 当社の創業者森矗昶氏、沃度の製造販売を目的として総房水産㈱(日本沃度㈱の母

体)を設立 

大正15年10月 日本沃度㈱設立 

昭和３年10月 昭和肥料㈱設立 

昭和６年４月 昭和肥料㈱川崎工場において国産法(東京工業試験所法)による硫安の製造に成功

昭和７年７月 日本沃度㈱広田工場(現当社東長原事業所)塩素酸カリ製造開始 

昭和７年７月 秩父電気工業㈱影森工場(後に日本電気工業㈱に吸収、現当社秩父事業所)低炭素

フェロクロム製造開始 

昭和８年10月 日本沃度㈱塩尻工場(現当社信州事業所(塩尻))炭化ケイ素製造開始 

昭和８年11月 日本アルミナ工業所横浜工場(後に日本沃度㈱に吸収、現当社横浜事業所)アルミ

ナ製造開始 

昭和９年１月 日本沃度㈱大町工場(現当社信州事業所(大町))において国産アルミニウムの工業

化に成功 

昭和９年３月 日本沃度㈱を日本電気工業㈱と改称 

昭和14年６月 日本電気工業㈱、昭和肥料㈱の両社合併、昭和電工株式会社設立 

昭和18年12月 喜多方工場(現喜多方事業所)アルミニウム製造開始 

昭和24年５月 東京証券取引所等に上場 

昭和26年１月 中央研究所開設(現研究開発センター) 

昭和32年５月 昭和合成化学工業㈱を合併 

昭和32年６月 昭和油化㈱を設立 

昭和34年６月 昭和油化㈱高密度ポリエチレン製造開始 

昭和37年11月 千葉工場(現千葉事業所)アルミニウム製造開始 

昭和41年２月 千鳥工場(現川崎事業所千鳥地区)開設 

昭和44年４月 大分石油化学コンビナート営業運転開始 

昭和52年３月 大分石油化学コンビナート増設完了 

昭和54年７月 昭和油化㈱を合併 

平成６年１月 総合研究所移転(現研究開発センター・千葉市緑区) 

平成７年10月 合成樹脂事業を日本ポリオレフィン㈱に営業譲渡 

平成11年５月 徳山石油化学㈱を合併 

平成13年３月 昭和アルミニウム㈱を合併 

平成15年１月 三菱化学㈱グループのハードディスク事業を買収 

平成15年７月 東京証券取引所に上場を一本化 

平成15年９月 日本酢酸エチル㈱を設立 
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３ 【事業の内容】 

当グループは、当社及び関係会社163社から構成され、その主な事業内容と当社および主な関係会社

の当該事業に係る位置づけは次の通りである。 

なお、当該事業区分は「第５ 経理の状況 １(1)連結財務諸表 注記事項」に掲げる事業の種類別セ

グメント情報の区分と同一である。 

 

(1) 石油化学部門 

当部門においては、オレフィン、有機化学品、合成樹脂、合成樹脂加工製品等の製造・販売を行

っている。 

 

[主な関係会社] 

昭和アルミパウダー㈱ 

昭和高分子㈱ 

ＰＴ．ショウワ・エステリンド・インドネシア 

平成ポリマー㈱ 

昭和電工プラスチックプロダクツ㈱ 

㈱ハイモールド 

日本ポリエチレン㈱ 

サンアロマー㈱ 

 

(2) 化学品部門 

当部門においては、化学品、ガス、特殊化学品、機能樹脂等の製造・販売を行っている。 

 

[主な関係会社] 

㈱エス・ディー・エス バイオテック 

昭和電工エラストマー㈱ 

昭和炭酸㈱ 

ユニオン昭和㈱ 

東京液化酸素㈱ 

 

(3) 電子・情報部門 

当部門においては、ハードディスク、化合物半導体、レアアース磁石合金、半導体向け特殊ガス、

機能薬品、電子関連産業向けセラミックス材料、ファインカーボン等の製造・販売を行っている。 

 

[主な関係会社] 

昭和電工エイチ・ディー㈱ 

昭和電工ＨＤシンガポール・プライベイト・リミテッド 
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(4) 無機材料部門 

当部門においては、セラミックス、炭素等の製造・販売を行っている。 

 

[主な関係会社] 

昭和電工カーボン・インコーポレーテッド 

昭和キャボット㈱ 

 

(5) アルミニウム他部門 

当部門においては、アルミニウム地金、アルミニウム板、アルミニウム箔、アルミニウム押出品、

アルミニウム加工品、建材等の製造・販売、エンジニアリング事業等を行っている。 

 

[主な関係会社] 

昭和軽合金㈱ 

昭和アルミニウム缶㈱ 

昭和電工パッケージング㈱ 

昭和電工アルミ販売㈱ 

昭和アルミビューテック㈱ 

ショウワ・アルミナム・コーポレーション・オブ・アメリカ 

昭光通商㈱ 

昭和ファイナンス㈱ 

昭和エンジニアリング㈱ 

昭和電工建材㈱ 

 

(注) 昭光通商㈱については、事業の種類別セグメント情報において、販売品目に応じて、該当するセグメント

に配賦されている。 
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※社名を掲載したもののうち、持分法と表示したものは持分法適用会社、それ以外は連結子会社である。 

  昭和電工エラストマー㈱は、平成16年１月１日付で当社と合併した。 
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４ 【関係会社の状況】

名称 住所

資本金
又は

出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
(％) 関係内容

(連結子会社)

昭和アルミパウダー㈱
奈良県
御所市

100 塗料インキ用顔
料の製造販売

100.0
当社は、同社にアルミニウム地金等を販売し
ている。当社は、同社から塗料インキ用顔料
を購入している。

昭和高分子㈱
東京都
千代田区

10,951
合成樹脂及びそ
の二次製品の製
造販売

40.6　(2.4)

当社及び一部の子会社は、同社に有機化学品
等を販売し、また、同社から合成樹脂等を購
入している。
役員の兼任　１名

PT.ショウワ・
エステリンド・
インドネシア

インドネシア
ジャカルタ

18,400
千米ドル

酢酸エチルの製
造販売

67.0 当社は、同社に有機化学品を販売している。
役員の兼任　１名

平成ポリマー㈱
東京都
中央区

2,205 合成樹脂加工製
品等の製造販売

44.4　(1.3)
一部の子会社は、同社から合成樹脂加工製品
を購入している。
役員の兼任　１名

昭和電工プラスチック
プロダクツ㈱

東京都
中央区

200 合成樹脂加工製
品の製造販売

100.0

当社及び一部の子会社は、同社に合成樹脂、
合成樹脂加工製品等を販売している。一部の
子会社は、同社から合成樹脂加工製品を購入
している。

㈱ハイモールド
群馬県
伊勢崎市

290 合成樹脂射出成
形品の製造販売

100.0
一部の子会社は、同社に合成樹脂を販売し、
また、同社から合成樹脂加工製品を購入して
いる。

㈱エス・ディー・エス
バイオテック

東京都
港区

733 農薬等の製造販
売

100.0 当社は、同社に農薬原料及び原体を販売し、
また、同社から農薬中間体を購入している。

昭和電工
エラストマー㈱

川崎市
川崎区

480 合成ゴムの製造 100.0 当社は、同社に化学品を販売し、また、同社
から合成ゴム製品を購入している。

昭和電工
エイチ・ディー㈱

東京都
港区

2,510 ハードディスク
の製造

80.1
当社は、同社からハードディスクを購入し、
また土地、建物を賃貸している。
役員の兼任　２名

昭和電工ＨＤシンガポ
ール・プライベイト・
リミテッド

シンガポール
16,000

千シンガ
ポールド

ル

ハードディスク
の製造販売

100.0
当社は同社からハードディスクを購入してい
る。
役員の兼任　1名

昭和電工カーボン・
インコーポレーテッド

アメリカ
サウス
カロライナ州

50,000
千米ドル

人造黒鉛電極の
製造販売

100.0(100.0) 当社は、同社に炭素製品を販売している。
役員の兼任　１名

昭和軽合金㈱
千葉県
市原市

100 アルミニウム合
金の製造販売

100.0
当社は、同社にアルミニウム地金を供給し、
また、同社からアルミニウム合金を購入し、
並びに土地、建物を賃貸している。

昭和
アルミニウム缶㈱

東京都
港区

2,160 飲料用アルミニ
ウム缶の製造

75.0

一部の子会社は、同社にアルミニウム加工品
等を販売し、当社は同社からアルミニウム缶
を購入している。
役員の兼任　４名

昭和電工
パッケージング㈱

神奈川県
伊勢原市

1,700

食品、医薬品、
その他の包装資
材・容器等の製
造・販売

100.0 当社及び一部の子会社は、同社にアルミニウ
ム加工品等を販売している。

昭和電工アルミ販売㈱
大阪市
阿倍野区

250
アルミニウム材
料・製品等の販
売

100.0
当社は、同社にアルミニウム地金を供給し、
また、当社及び一部の子会社は、同社にアル
ミニウム製品を販売している。

昭和
アルミビューテック㈱

大阪府
堺市

227

エクステリア製
品、アルミニウ
ム加工製品等の
製造販売

100.0

当社は、同社にアルミニウム地金を供給し、
同社にアルミニウム加工品を販売している。
また、当社及び一部の子会社は同社からアル
ミニウム製品を購入している。

ショウワ・
アルミナム・
コーポレーション・
オブ・アメリカ

アメリカ
オハイオ州

20,900
千米ドル

自動車用熱交換
器・OA機器部
品の製造販売

100.0
当社は、同社にアルミニウム加工品を販売
し、当社及び一部の子会社は、同社からアル
ミニウム製品を購入している。

昭光通商㈱
東京都
港区

8,022 各種物品の売買
及び輸出入

43.9　(1.4)
当社並びに一部の子会社及び関連会社は、同
社に各種製品を販売し、同社から各種製品・
原材料等を購入している。

昭和ファイナンス㈱
東京都
港区

1,230
ファクタリング
及び金銭の貸
付・預かり等

100.0 (15.1)
当社及び一部の子会社に対してファクタリン
グ及び金銭の貸付・預かり等を行っている。
役員の兼任　２名

昭和
エンジニアリング㈱

東京都
港区

470
各種製造設備等
の設計、建設及
び設備保全

100.0 (28.7)
当社並びに一部の子会社及び関連会社は、同
社に設備の新設及び修繕工事等の委託を行っ
ている。
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名称 住所

資本金
又は

出資金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有割合
(％) 関係内容

昭和電工建材㈱
東京都
港区

490

建築・土木資材
の製造販売、ビ
ル及び住宅の建
築工事

100.0
当社は、同社から一部製品の製造を受託して
いる。一部の子会社及び関連会社は、同社に
セメント製品等を販売している。

その他21社 ─ ─ ─ ─ ─

(持分法適用関連会社)

日本ポリエチレン㈱
東京都
港区

7,500 合成樹脂の製造
販売

42.0 (42.0)

当社は、同社にエチレン等を販売している。
また、当社及び一部の子会社は、同社から合
成樹脂を購入している。

サンアロマー㈱
東京都
文京区

6,200 ポリプロピレン
の製造販売

50.0 (50.0)
当社は、同社にプロピレン等を販売してい
る。
役員の兼任　１名

昭和炭酸㈱
東京都
千代田区

2,079
液化炭酸ガス、
ドライアイス等
の製造販売

20.8
当社は、同社に炭酸ガスを販売し、また、同
社から液化炭酸ガス等を購入している。
役員の兼任　２名

ユニオン昭和㈱
東京都
港区

250 合成結晶ゼオラ
イトの製造販売

50.0
当社は、同社に化学品を販売し、また、同社
から合成結晶ゼオライトを購入している。
役員の兼任　１名

東京液化酸素㈱
横浜市
磯子区

400 各種液化ガスの
製造

35.0
当社は、同社から各種液化ガス製品を購入し
ている。
役員の兼任　３名

昭和キャボット㈱
東京都
港区

1,800 カーボンブラッ
クの製造販売

50.0 当社は、同社に分解油を販売している。
役員の兼任　１名

その他27社 ─ ─ ─ ─ ─

(注) １　「議決権の所有割合」欄の(内書)は間接所有割合である。

２　昭和高分子㈱、平成ポリマー㈱、昭和炭酸㈱の議決権の所有割合は、平成15年９月末現在の各々の議決

権数により算出している。

３　上記関係会社のうち、昭和高分子㈱、平成ポリマー㈱、昭光通商㈱は100分の50以下の持分であるが、

実質的に支配しているため子会社としたものである。

４　上記関係会社のうち、昭和高分子㈱、平成ポリマー㈱、昭光通商㈱、昭和炭酸㈱は、有価証券報告書の

提出会社である。

５　上記関係会社のうち、昭光通商㈱は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占め

る割合が10％を超えているが、同社は、有価証券報告書の提出会社であるため、主要な損益情報等の記

載を省略している。

６　上記関係会社のうち、連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過会社はない。
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５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成15年12月31日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

石油化学  1,669

化学品  1,185

電子・情報  1,782

無機材料  　934

アルミニウム他  4,536

全社共通  　517

合計 10,623

(注)　従業員数は就業人員である。

(2) 提出会社の状況

平成15年12月31日現在

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(円)

4,248 41.7 21.9 6,568,642

(注) １　従業員数は就業人員である。

２　平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。

３　従業員数が前事業年度末と比べて521名減少しているが、その主な理由は、堺事業所の圧延品事業の分

社化によるものである。

(3) 労働組合の状況

当社には、昭和電工ユニオンがある。昭和電工ユニオンは本部を東京都港区に置いている。なお、

当該労働組合に参加しない組合員もいる。(平成15年12月31日現在組合員数　昭和電工ユニオン

3,532名。但し、出向中の組合員を含まない。)

会社と組合との間には、相対的平和義務を伴う労働協約が締結されており、組合とは友好的な関

係を維持している。

連結子会社の労働組合について特記すべき事項はない。
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第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

①業績全般

当連結会計年度のわが国経済は、期の前半は、国内のデフレ圧力に加えてイラク情勢に伴う原

油高や重症急性呼吸器症候群（ＳＡＲＳ）の影響等から、景気は弱含みで推移し、株式市場もバ

ブル後最安値を更新したが、期の後半に至り、中国向けを中心とした輸出の増加と設備投資の回

復により、景気は緩やかに回復した。しかし、化学工業においては、デフレの影響により製品価

格の下落が継続する一方、原料価格の上昇もあり、厳しい事業環境が続いた。

このような情勢下、当社グループは、当連結会計年度を初年度とする新たな連結中期経営計画

（プロジェクト・スプラウト）を始動させ、成長戦略事業の育成へと戦略の転換を図るとともに、

事業構造の改善とコストダウン施策を引き続き推進した。

この結果、当連結会計年度の売上高は、6,893億66百万円と前連結会計年度に比し2.3％の増収

となった。損益面においては、営業利益は385億46百万円と前連結会計年度比23.1％の増益となり、

経常利益は、238億40百万円と前連結会計年度比37.9％の増益となった。当期純利益は、103億17

百万円となったが、前連結会計年度には関係会社株式売却益を計上したため、前連結会計年度に

比し20.8％の減益となった。

②事業の種類別セグメントの業績

（石油化学）

当セグメントにおいては、エチレンおよびプロピレンの生産が当連結会計年度は定期修理の実

施年でないため、前連結会計年度に比し増加した。

オレフィン事業は、販売数量の増加および販売価格の上昇により増収となった。有機化学品事

業は、酢酸、酢酸ビニルモノマーはそれぞれ売上高が増加したが、酢酸エチルは販売数量が減少

し、また当連結会計年度よりアクリロニトリルを化学品部門へ移管したため、減収となった。

日本ポリオレフィン株式会社のポリエチレン事業は、三菱化学株式会社グループの日本ポリケ

ム株式会社のポリエチレン事業と統合し、新たに合弁会社として日本ポリエチレン株式会社を9月

に設立し、持分法適用会社としたため大幅な減収となった。また、昭和高分子株式会社と平成ポ

リマー株式会社の合成樹脂事業は、それぞれ前連結会計年度並みの売上高となった。

この結果、当セグメントの売上高は、2,351億24百万円と前連結会計年度比3.2％の増収となり、

営業利益は、119億71百万円と前連結会計年度比20.3％の増益となった。

（化学品）

当セグメントでは、産業ガスの生産は前連結会計年度に比し減少したが、液化アンモニアの生

産は増加した。
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ガス・化成品事業は、産業ガスが代替フロンガスの受託生産量の増加により、また工業薬品は、

アクリロニトリルの石油化学部門からの移管により、増収となった。

特殊化学品事業は、飼料用ビタミンＣ誘導体およびポリアクリル酸ソーダ（増粘剤）が減収と

なったが、分析機器用カラム（ショウデックス®）の販売数量の増加と新規医農薬中間体の販売開

始に加え、合成ゴム（ショウプレン®）を前年下期から当社製品として販売開始したため、増収と

なった。株式会社エス・ディー・エス　バイオテックの農薬事業は、円高による販売価格の低下

により小幅の減収となった。

この結果、当セグメントの売上高は、782億32百万円と前連結会計年度比14.2％の増収となり、

営業利益は、59億89百万円と前連結会計年度比5.5％の増益となった。

（電子・情報）

当セグメントでは、三菱化学株式会社グループより買収したシンガポールのハードディスク設

備を平成15年１月から稼働させた効果により、ハードディスクの生産が前連結会計年度に比し大

幅に増加した。

ハードディスク・半導体事業は、ハードディスクにおいて、旺盛な需要を背景にシンガポール

設備の稼働による販売枚数の顕著な増加があり、加えて化合物半導体における光ピックアップ向

けエピウェーハの出荷が伸長したため、大幅な増収となった。

電子関連材料事業は、半導体向け特殊ガスでは輸出を中心とする販売数量の増加により増収と

なったが、レアアース磁石合金では販売数量、販売価格ともに低下したため、減収となった。

この結果、当セグメントの売上高は、947億35百万円と前連結会計年度比25.9％の増収となり、

営業利益は、107億０百万円と前連結会計年度比72.9％の増益となった。

（無機材料）

当セグメントでは、人造黒鉛電極の生産は前連結会計年度比増加し、セラミックスの生産もア

ルミナ製品を中心に増加した。

セラミックス事業は、前連結会計年度並みの売上高となった。炭素・金属事業は、人造黒鉛電

極については前連結会計年度並みの売上高となったが、周南電工株式会社のフェロクロム事業か

ら撤退したため、減収となった。昭和電工カーボン・インコーポレーテッド（米国）の人造黒鉛

電極は、円高の影響により小幅な減収となった。

この結果、当セグメントの売上高は、509億69百万円と前連結会計年度比10.4％の減収となった

が、営業利益は、26億54百万円と前連結会計年度比93.9％の大幅な増益となった。

（アルミニウム他）

当セグメントでは、自動車用熱交換器の海外生産は増加したが、国内生産は自動車国内生産台

数の低迷により減少した。押出品はほぼ前連結会計年度並みの生産となり、鍛造品ショウティッ

ク®およびプリンター用感光ドラムの生産は増加した。
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アルミニウム地金および圧延品事業は、小幅な増収となった。ショウティック事業（鍛造品

等）は自動車エアコン部品向けの販売数量の増加により、また機能材事業は、プリンター用感光

ドラムの販売数量の増加により、それぞれ増収となった。一方、押出品事業は、建材用途向けの

販売数量が減少し、熱交換器事業は、国内自動車向け販売数量が減少し、それぞれ減収となった。

アルミニウム缶は、発泡酒増税及び冷夏の影響を受け、小幅な減収となった。

この結果、当セグメントの売上高は、2,303億６百万円と前連結会計年度比6.2％の減収となり、

営業利益は、116億47百万円と9.7％の減益となった。

③所在地別セグメントの業績

（日本）

石油化学においては、ポリエチレン事業が事業再編により持分法適用となったため減収となっ

たものの、オレフィン事業は販売数量が増加し、総じて増収となった。化学品は主に合成ゴムの

数量増加により増収となった。また、電子・情報においては、ハードディスクと半導体向け特殊

ガスの数量が増加し、増収となった。

一方、無機材料はフェロクロムの国内生産からの撤退により減収となった。また、アルミニウ

ムにおいては、主に熱交換器、押出品およびアルミニウム缶の販売数量が減少し、減収となった。

この結果、国内の売上高は、6,193億20百万円と前連結会計年度比1.8％の増収となった。国内

の営業利益は、コストダウン効果の顕現もあり、400億40百万円と前連結会計年度比16.6％の増益

となった。　

（その他）

電子・情報においては、ハードディスク事業で新たに子会社、昭和電工ＨＤシンガポール・プ

ライベイト・リミテッドが稼動し、大幅な増収となった。

無機材料においては、米国の人造黒鉛電極事業は、円高による換算差で小幅な減収となった。

ドイツの昭和電工ヨーロッパＧｍｂＨは、タンタル粉関連事業からの撤退により減収となった。

アルミニウム他においては、アルミニウム熱交換器事業においては、米国子会社が販売数量減

で減収となったものの、チェコ子会社は販売数量増により増収となった。

この結果、海外地域の売上高は、700億46百万円と前連結会計年度比6.8％の増収となった。ま

た、海外地域の営業利益は、32億34百万円と前連結会計年度比78.2％の増益となった。

(2) キャッシュ・フローの状況

営業活動によるキャッシュ・フローは、営業利益の増加と特別退職金等の支出減少により、635億61

百万円と前連結会計年度比260億66百万円の増加となった。

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入の減少に加え、資源リサイク
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ル事業等の設備投資による支出の増加により250億99百万円の支出となり、前連結会計年度比242億53百

万円の支出増加となった。

これによりフリー・キャッシュ・フローは384億62百万円と、前連結会計年度比18億13百万円の増加

となった。

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の削減を進めたことにより、359億０百万円の支出

となり、前連結会計年度比72億３百万円の支出減少となった。

この結果、当連結会計年度末の現金および現金同等物は、新規連結、連結除外等による増減を含め前

連結会計年度末に比べ32億25百万円増加し、264億85百万円となった。

また、当連結会計年度末の有利子負債残高は、5,273億89百万円と前連結会計年度末比537億40百万円

の減少となった。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループの生産品目は広範囲かつ多種多用であり、同種の製品であっても、その容量、構造、

形式等は必ずしも一様ではなく、事業の種類別セグメントごとに生産規模を金額あるいは数量で示

すことはしていない。このため生産の状況については、「１　業績等の概要」における各事業の種

類別セグメント業績に関連付けて示している。

(2) 受注実績

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

アルミニウム他 １０，０５５ ７.３ ３,２７７ △１６.３

(注)　上記金額には、消費税等は含まれていない。

(3) 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

石油化学 ２３５,１２４ ３.２

化学品 ７８,２３２ １４.２

電子・情報 ９４,７３５ ２５.９

無機材料 ５０,９６９ △１０.４

アルミニウム他 ２３０,３０６ △６.２

合計 ６８９,３６６ ２.３

(注) １　上記販売実績は、外部顧客に対する売上高を表示している。

２　上記金額には消費税等は含まれていない。

３　主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合については、当該割合が100分の10以上の相手先

がないため、記載を省略している。



 

３ 【対処すべき課題】 

当連結会計年度より新たに始動させた３ヵ年連結中期経営計画（プロジェクト・スプラウト）にお

いて、「個性派化学の確立」を最重要テーマと位置付け、「技術シナジーの追求」と「市場からの発

想」を基本コンセプトとして、成長戦略を推進している。 

そして、当社グループは、個性的で競争力を持つ高付加価値製品を育成強化することにより「個性

派化学の確立」を図り、また、事業ポートフォリオを一段と明確化し、経営資源をより効率的・集中

的に配分し、成果顕現のスピードアップを実施する。 

３年間の設備投資・投融資は1,140億円、研究開発費は400億円、ＲＯＡは計画最終年の平成17年で

5.1％を見込む。 

一方、予想されるデフレの継続に対して、当社グループは徹底したコストダウン施策をさらに追求

し、競争力を高め、収益向上に全力を注力する。当社グループは、プロジェクト・スプラウトを完遂

することで個性派化学を確立し、企業価値の増大を図り、株主重視・顧客満足・国際社会貢献の経営

理念を実現する。 

また、当社は、平成16年１月から新人事制度を導入した。新制度は、定期昇給を廃止し、職務と成

果を基準に報酬を支払う仕組みとした。これにより全従業員に成果主義の徹底を図る。 
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４ 【経営上の重要な契約等】 

(1) 技術提携の状況 

(a) 技術供与関係 

(昭和電工株式会社) 

 

契約締結先 契約発効年月 内容 摘要 

(アメリカ) 
フォード・モーター社 

平成５年２月 
車載空調器用コン
デンサの製造技術

(対価) 
頭金のほか、製品正味販売高につき一定料率のロ
イヤルティーを受け取る。 
(有効期間) 
平成５年２月11日から対象特許の有効期間満了日
の内、最も遅い日まで。 

(韓国) 
マンドー・マシナリー社 

平成５年５月 
車載空調器用コン
デンサの製造技術

(対価) 
頭金のほか、製品正味販売高につき一定料率のロ
イヤルティーを受け取る。 
(有効期間) 
平成５年５月３日から５年間 
(期間延長) 
平成16年５月１日まで有効期間延長。 

(インドネシア) 
チャンドラ・アスリ社 

平成５年５月 
ポリエチレンの製
造技術 

(対価) 
頭金のほか、製品生産高につき一定料率のロイヤ
ルティーを受け取る。 
(有効期間) 
一定の生産高に達するまで。 

(南アフリカ) 
ミドルバーグ・ 
テクノクロム社 

平成７年７月 
低炭素フェロクロ
ムの製造技術 

(対価) 
一定金額を分割払いで受け取る。 
(有効期間) 
平成７年７月１日から10年間 

(中国) 
天津化工廠 

平成８年６月 
エピクロルヒドリ
ンの製造技術 

(対価) 
一定金額を分割払いで受け取る。 
(有効期間) 
平成８年６月30日から12年間 

(サウジアラビア) 
アラビアン・ 
インダストリアル・ 
ディベロップメント 

平成９年10月 
エピクロルヒドリ
ンの製造技術 

(対価) 
一定金額を分割払いで受け取る。 
(有効期間) 
平成９年10月17日から12年間 

(台湾) 
大連化学工業股份 
有限公司 

平成10年９月 

酢酸ビニル／アリ
ルアルコールスイ
ングプラント運転
技術 

(対価) 
一定金額を分割払いで受け取る。 
(有効期間) 
平成10年９月21日から平成17年４月30日まで 

(ベネズエラ) 
ファブリカ・デ・アパラ
トス・デ・アイレ・アコ
ンディシオナード社 

平成11年４月 
車載空調器用コン
デンサの製造技術

(対価) 
頭金のほか、製品正味販売高につき一定料率のロ
イヤルティーを受け取る。 
(有効期間) 
平成11年４月23日から終期の定めなし。 

(アメリカ) 
ケメット社 

平成11年７月 
チップ型アルミ高
分子固体コンデン
サの製造技術 

(対価) 
頭金の他、製品正味販売高につき一定料率のロイ
ヤルティーを受け取る。 
(有効期間) 
平成11年７月13日から販売開始日より５年間が経
過するまで 

(オーストラリア) 
ナトラ社 

平成11年８月 
車載空調器用コン
デンサの製造技術

(対価) 
頭金のほか、製品販売数量につき一定額のロイヤ
ルティーを受け取る。 
(有効期間) 
平成11年８月９日から終期の定めなし。 
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契約締結先 契約発効年月 内容 摘要 

(台湾) 
万在工業社 

平成13年８月 
ラミネートエヴァ
ポレータの製造技
術 

(対価) 
頭金のほか、製品正味販売高につき一定料率のロ
イヤルティーを受け取る。 
(有効期間) 
平成13年８月11日から10年間 

(オーストラリア) 
エアー・インターナショ
ナル・グループ社 

平成13年11月 
ラミネートエヴァ
ポレータの製造技
術 

(対価) 
頭金のほか、製品販売数量につき一定額のロイヤ
ルティーを受け取る。 
(有効期間) 
平成13年11月13日から10年間 

（台湾） 
トレース・ストレージ・
テクノロジー社 

平成15年５月 
アルミ基板製ハー
ドディスクの製造
技術 

（対価） 
頭金のほか、製品正味販売高につき一定料率のロ
イヤルティーを受け取る。 
（有効期間） 
平成15年５月14日から製品が顧客に承認された日
より３年間が経過するまで。 

 

(b) 技術導入関係 

(昭和電工株式会社) 

 

契約締結先 契約発効年月 内容 摘要 

(アメリカ) 
ユニオン・カーバイド・
コーポレーション 

平成２年３月 
ポリエチレンの製
造技術 

(対価) 
頭金のほか、製品生産高につき一定料率のロイヤ
ルティーを支払う。 
(有効期間) 
平成２年３月20日から25年間 
(再実施権) 
大分エルエル㈱へ平成10年12月再実施権を与え
る。 

(アメリカ) 
モディーン・マニュファ
クチュアリング社 

平成12年４月 
車載空調器用コン
デンサの製造技術

(対価) 
頭金のほか、製品正味販売高につき一定料率のロ
イヤルティーを支払う。 
(有効期間) 
平成12年４月１日から対象特許権の有効期間満了
日の内、最も遅い日まで。 

 

５ 【研究開発活動】 

当社グループは、中長期的な経営計画に基づき、石油化学、ファインケミカルズ、電子・情報、新

素材等の各分野において、技術立社実現のための研究開発を進めている。 

特に、当社グループが集中的に事業展開を目指す12の市場領域を「戦略的市場単位（ＳＭＵ）」と

して選定し、資源を重点的に投入している。当社グループが有する無機・アルミと有機のコア技術の

深化とシナジーの発揮により、個性派製品の創出、ビジネスの追求・獲得を図るべく、継続的な開発

に注力している。 

なお、当連結会計年度における研究開発費の総額は、169億83百万円である。 

 

事業の種類別セグメントの研究開発活動は次の通りである。 

 

（石油化学） 

石油化学部門では保有する触媒技術を用いて石油化学基礎製品の競争力を高めると共に、誘導体開

発を行うなど、事業強化を目指した研究開発を推し進めている。 
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アセチル製品群では酢酸及び酢酸エチル製造触媒の改良研究を行い、更なる競争力強化を実現すべ

く取り組んでいる。 

Ｃ３製品群では独自技術であるアリルエステル樹脂の新用途開発を行うと共に、新規アリル誘導体

の開発を継続し、アメニティーライフ分野やＩＴネットワークライフ分野での事業拡大を図っている。 

当連結会計年度における石油化学部門の研究開発費は、31億44百万円であった。 

 

（化学品） 

防疫薬・農薬等の有機中間体、化粧品基材、光機能材料等の機能性ケミカルズの他、ナノマテリア

ルの研究開発活動を積極的に進めている。 

有機中間体は当社原料ポジションを活かし、昨年の殺虫剤原体上市に続き、新規写真薬原料等の開

発を行っている。また、新規ＭＯＣＶＤ原料、生分解性キレート剤等の機能性有機化合物の開発を進

めている。 

化粧品基材ではビタミンＣ誘導体の新規機能開発を行うと共に、紫外線遮蔽用化粧品基材、バイオ

サーファクタント等に続く新規基材の開発を進めており、材料開発力を生かした個性的な事業展開を

図っている。 

光機能材料では日本ポリテック㈱を活用し、感光性カバーレイ、水性レジストインキ、光重合開始

剤等の開発を促進し、事業展開を目指している。 

更にナノマテリアルとして、表面処理金属酸化物ナノパーティクルや、光触媒酸化チタンマスター

バッチ及び紫外線遮蔽酸化亜鉛マスターバッチの新用途開発を精力的に進めている。 

当連結会計年度における化学品部門の研究開発費は、22億49百万円であった。 

 

（電子・情報） 

表示素子・情報通信デバイス材料では、ＬＥＤの高輝度化と多色化を中心とした高付加価値製品の

開発と、光ピックアップ用レーザーエピウェーハの開発に注力している。ＬＥＤの高輝度化において

は、ＡｌＩｎＧａＰ系材料に加え、白色照明用途を視野に入れたＧａＮ系材料の開発に取り組んでい

る。また、光ピックアップ用途においては、高速書き込みＤＶＤ用レーザー等の高性能エピウェーハ

開発に取り組んでいる。一方、光通信用途については、受発光エピウェーハの高性能化と共に、Ｉｎ

Ｐ基板の一層の低転位化と高平坦度化を進めることで他社との差別化に取り組んでいる。 

記録材料・部品では、ハードディスクの面内記録方式での記録密度向上に加え、新規技術への取り

組みにより最先端メディアの開発を進めている。また、ハードディスクの各種モバイル用途への進出

に対応した小口径メディアの開発にも取り組んでいる。高分子アルミ固体コンデンサについては、ノ

ートＰＣ用途を中心とした低背・高容量化への対応により、品種の拡充に取り組んでいる。 

Ｎｄ-Ｆｅ-Ｂ系を中心とする希土類磁石合金は、金属精錬・鋳造技術の高度化による微細組織の制

御技術開発に取り組んでおり、高特性磁石に対する市場の要求に対応している。また、新規技術の開

発により新たな応用分野への適用を進めている。 

また、気相法炭素繊維やカーボンナノチューブ等の炭素系新材料では、信州大学遠藤守信教授と当

社で研究開発型ベンチャー企業ＭＥＦＳ（メフエス）を設立し、エネルギーデバイス等に向けた用途

開発を進めている。 
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半導体製造プロセス材料では、セリア系ＣＭＰスラリーに加え、メタル用スラリーの開発を進めて

おり、エッチング・クリーニング用高純度ガス群や溶媒・溶液群とのシナジーを図りながら開発スピ

ードの向上を目指している。 

当連結会計年度における電子・情報部門の研究開発費は、37億98百万円であった。 

 

（無機材料） 

無機材料分野では、次世代の材料を目指したナノレベルの制御による無機材料群の開発に注力して

いる。 

酸化チタン、酸化亜鉛等の超微粒金属酸化物の合成技術開発では、多層セラミックコンデンサー用

ナノチタニアや光触媒機能を発現する基材の他、種々のナノパーティクルの開発を進め、他セグメン

トでの成果に寄与している。特に酸化チタンナノパーティクルについては、可視光応答型光触媒及び、

色素増感型太陽電池用途に向けた開発にも注力している。 

また、各種機能性セラミックフィラーの開発や超砥粒等ファインセラミックスの研究開発を進めて

いる。 

当連結会計年度における無機材料部門の研究開発費は、１億68百万円であった。 

 

（アルミニウム他） 

アルミニウム材料及び加工品分野では、薄肉チューブ等の部材の開発と共に、小型・軽量で高性能

なカーエアコン用各種熱交換器の開発を加速している。同じく自動車部品関連で、素材の強みを活か

したコンプレッサー用鍛造部品の開発を推進し、さらに駆動系部品及びサスペンション用アーム等の

鍛造部品とその素材の開発を行っている。また、環境調和型自動車用の各種用途の新熱交換器および

サブフレーム等、カーライフ分野の次世代を狙った開発に注力している。 

また、エレクトロニクス部品及びエネルギーデバイス関連で、高性能カラープリンター用高精度・

高品位感光ドラム基体の開発を終え上市した。さらに電解コンデンサ用アルミ箔の高容量化及びフラ

ットパネルディスプレイ用高強度・高熱伝導アルミ板の拡販を支える継続的改良を進めると共に、そ

の他のエネルギーデバイス用部材および各種ヒートシンク・熱交換器等の開発を行っている。 

当連結会計年度におけるアルミニウム他部門の研究開発費は、22億８百万円であった。 

 

（全社共通） 

全社共通関連では、新分野や上記５セグメントの周辺にある新規事業に向けた基礎研究、セグメン

トを超えた共通技術開発及び研究開発支援のための分析や調査などを研究開発センター、分析物性セ

ンター、安全性試験センターなどを中心に行っている。 

エネルギーデバイスでは国家プロジェクトに参画し、固体高分子形燃料電池用セパレータ開発に取

り組んでいる。また、世界で初めて開発した高分子燐光発光による有機ＥＬ材料の実用化に向けた研

究を行っている。 

  当連結会計年度における共通部門の研究開発費は、54億16百万円であった。 
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第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

当社及び連結子会社では、当連結会計年度は、総額408億48百万円の設備投資を実施した。

(石油化学)

当セグメントにおける設備投資額は、59億59百万円であった。

(化学品）

当社において、容器リサイクル法プラスチックガス化設備を新設した。

以上を含めた当セグメントにおける設備投資額は、132億８百万円であった。

(電子・情報)

昭和電工エイチ・ディー（株）並びに昭和電工ＨＤシンガポール・プライベイト・リミテッドに

おいてハードディスク製造設備の増強を行った。

以上を含めた当セグメントにおける設備投資額は、97億95百万円であった。

(無機材料)

当セグメントにおける設備投資額は、22億７百万円であった。

(アルミニウム他)

昭和アルミニウム缶(株)において、ボトル缶生産設備を新設した。

以上を含めた当セグメントにおける設備投資額は、98億23百万円であった。

所要資金については、容器リサイクル法プラスチックガス化設備の費用の一部については、環境

調和型地域振興施設整備費補助金を利用した。その他の設備については、自己資金並びに社債発行

及び借入金を充当した。

なお、当連結会計年度に以下の設備のセール・アンド・リースバック取引を行った。

帳簿価額(百万円)

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容 建物
及び
構築物

機械装置
及び
運搬具

土地
(面積千㎡) その他 合計

昭和電工エイチ・
ディー㈱

ＨＤ工場
(千葉県市原市) 電子・情報

ハードディスク
製造設備

― 12,541 ― 8 12,548

上記以外は、当連結会計年度においては、経常的な設備更新のための除却を除き、重要な設備の

除却はなかった。
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２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

帳簿価額(百万円)

事業所名
(所在地) セグメントの名称 設備の内容 建物

及び
構築物

機械装置
及び

運搬具

土地
(面積千㎡)

<賃貸面積千㎡
>

[賃借面積千㎡]

その他 合計

従業員数
(名)

大分事業所
(大分県大分市)

石油化学、化学品、
電子・情報

オレフィン・有
機化学品製造設
備

6,885 14,743

46,367
(1,617)
<342>

[0]

726 68,723 327

徳山事業所
(山口県周南市)

石油化学、
電子・情報

有機化学品製造
設備

806 755
3,598

(104)
<2>

109 5,268 116

川崎事業所
(川崎市川崎区)

化学品、
電子・情報

化学品製造設備 11,047 31,233

58,536
(529)
<37>
[50]

1,865 102,681 821

東長原事業所
(福島県河沼郡河東町)

化学品、
電子・情報

化学品製造設備 1,380 2,218
1,312

(462)
<62>

104 5,014 111

秩父事業所
(埼玉県秩父市) 電子・情報

電子材料、レア
アース磁石合金
製造設備

2,973 4,379

5,333
(203)

<7>
[41]

255 12,940 282

横浜事業所
(横浜市神奈川区)

無機材料、
電子・情報

アルミナ製造設
備

2,315 2,434

25,152
(189)

<2>
[1]

273 30,174 122

信州事業所　塩尻
(長野県塩尻市)

無機材料、
電子・情報

セラミックス製
造設備

1,414 1,563

8,808
(326)

<2>
[1]

278 12,063 176

信州事業所　大町
(長野県大町市)

無機材料、
電子・情報

人造黒鉛電極製
造設備

6,404 6,918

17,671
(1,454)

<6>
[84]

355 31,348 422

堺事業所
(大阪府堺市) アルミニウム他

アルミニウム
板、箔製造設備

1,891 4,662 18,691
(125) 305 25,549 9

小山事業所
(栃木県小山市他)

アルミニウム他、
電子・情報

アルミニウム押
出、箔、加工品
製造設備

6,393 10,779
22,490

(455)
<3>

1,962 41,625 954

彦根事業所
(滋賀県彦根市) アルミニウム他

アルミニウム押
出、箔、加工品
製造設備

2,473 2,646
9,073

(226)
<28>

412 14,604 145

喜多方事業所
(福島県喜多方市) アルミニウム他

アルミニウム合
金加工品製造設
備

2,254 2,439
4,704

(363)
<19>

119 9,515 173

研究開発センター 
(千葉市緑区)

石油化学、化学品、
電子・情報、無機材
料、アルミニウム他

研究設備 2,901 35 1,997
(70) 1,075 6,008 105

本社
(東京都港区他)

石油化学、化学品、
電子・情報、無機材
料、アルミニウム他

福利厚生施設
事務所等

12,286 483

23,052
(508)

<3>
[8]

1,995 37,817 358
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(2) 国内子会社

帳簿価額(百万円)

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容 建物
及び

構築物

機械装置
及び

運搬具

土地
(面積千㎡)

<賃貸面積千㎡
>

[賃借面積千㎡]

その他 合計

従業員数
(名)

鶴崎共同動力㈱
本社鶴崎事業所
(大分県大分市) 石油化学 汽力発電設備 3,382 7,830 357

(94) 105 11,673 51

昭和高分子㈱
伊勢崎工場
(群馬県伊勢崎市) 石油化学

合成樹脂製造設
備

1,704 822 4,849
(110) 356 7,731 200

〃
龍野工場
(兵庫県龍野市) 石油化学

合成樹脂製造設
備

2,066 1,131 3,788
(108) 253 7,238 156

昭和電工
エイチ・ディー㈱

HD工場
(千葉県市原市) 電子・情報

ハードディスク
製造設備

47 5,762 －
(－) 586 6,395 189

昭和
アルミニウム缶㈱

小山工場
(栃木県小山市)

アルミニウ
ム他

アルミニウム缶
製造設備

2,008 4,864 3,700
(76) 376 10,948 166

〃
彦根工場
(滋賀県彦根市)

アルミニウ
ム他

アルミニウム缶
製造設備

2,234 2,502 2,148
(73) 1,395 8,279 162

(3) 在外子会社

帳簿価額(百万円)

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容 建物
及び

構築物

機械装置
及び

運搬具

土地
(面積千㎡)

<賃貸面積千㎡
>

[賃借面積千㎡]

その他 合計

従業員数
(名)

PT.ショウワ・
エステリンド・
インドネシア

本社工場
(インドネシア・
ジャカルタ)

石油化学
有機化学品
製造設備

2,431 245 175
(18) 17 2,867 112

昭和電工ＨＤマレーシア
SDN.BHD

本社工場
(マレーシア・
ケダ州)

電子・情報
アルミニウ
ム加工品製
造設備

1,230 2,478 255
(66) 146 4,110 402

昭和電工ＨＤシンガポー
ル
プライベイト・
リミテッド

本社工場
(シンガポール) 電子・情報

ハードディ
スク製造設
備

564 2,693
―
(―)
[35]

430 3,688 685

昭和電工カーボン・
インコーポレーテッド

本社工場
(アメリカ・サウ
スカロライナ州)

無機材料
人造黒鉛電
極製造設備

1,619 3,486 190
(3,308) 136 5,431 205

ショウワ・アルミナム・
コーポレーション・
オブ・アメリカ

本社工場
(アメリカ・
オハイオ州)

アルミニウ
ム他

アルミニウ
ム加工品製
造設備

1,229 1,358 32
(243) 438 3,058 546

(注) １　帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品及び建設仮勘定の合計である。また帳簿価額には消費税等を

含めていない。

２　<　>は連結会社以外への賃貸(内数)である。

３　[　]は連結会社以外からの賃借(外数)である。

　　　 ４　上記の他、主要な設備のうち連結会社以外から賃借している設備の内容は、下記の通りである。

　　　　 (2) 国内子会社

会社名
事業所名
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容
年間リース料

(百万円)
リース契約残高

(百万円)

昭和電工
エイチ・ディー㈱

HD工場
(千葉県市原市) 電子・情報 ハードディスク製造設備 1,284 5,422
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

当社及び連結子会社は、多種多様な事業を国内外で行っており、設備の新設、増強、合理化等の

計画の内容も多岐にわたっているため、事業の種類別セグメントごとの数値を開示する方法によっ

ている。

当連結会計年度後１年間の設備投資計画は39,600百万円であり、事業の種類別セグメントごとの

内訳は次の通りである。

(単位：百万円)

事業の種類別
セグメントの名称

平成15年12月末
計画金額

計画の内容 資金調達方法

石油化学    4,900 増強、合理化、維持更新等 自己資金及び借入金

化学品    5,500 増強、合理化、維持更新等 自己資金及び借入金

電子・情報   18,600 ハードディスク製造設備増強

並びにその他の合理化、維持更

新等

自己資金及び借入金

無機材料   3,200 増強、合理化、維持更新等 自己資金及び借入金

アルミニウム他   7,400 増強、合理化、維持更新等 自己資金及び借入金

合計  39,600 ─ ─

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はない。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 3,300,000,000

計 3,300,000,000

(注)　定款での定めは、次の通りである。

当会社が発行する株式の総数は、33億株とする。ただし、株式消却が行われた場合には、これに相当する

株式数を減ずる。

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在

発行数(株)
(平成15年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成16年３月30日)

上場証券取引所名又は
登録証券業協会名

内容

普通株式 1,138,100,738 同左
東京証券取引所
市場第一部に上場

完全議決権株式であり、
権利内容に何ら限定のな
い当社における標準とな
る株式

計 1,138,100,738 同左 ― ―

(注)　1 提出日現在の発行済株式数には、平成16年３月１日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債の株式

への転換により発行された株式数は含まれていない。

      2 大阪証券取引所市場第一部、名古屋証券取引所市場第一部及び札幌証券取引所に上場していたが、平成15
年６月18日に上場廃止申請を行い、同年７月28日にそれぞれ上場廃止となった。

 (2) 【新株予約権等の状況】

商法等改正整備法第19条第２項の規定により新株予約権付社債とみなされる転換社債の残高等は

次の通りである。

第３回無担保転換社債(平成２年２月16日発行)

事業年度末現在
(平成15年12月31日)

提出日の前月末現在
(平成16年２月29日)

転換社債の残高(百万円) 28,884 同左

転換価格(円) 1,058.00 同左

資本組入額(円) 529.00 同左
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(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高

(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成12年５月２日
(注)１ 224,000 1,038,259,982 11 105,459 51 46,694

平成13年３月30日
(注)２ 99,840,756 1,138,100,738 4,992 110,451 ― 46,694

平成13年８月１日
(注)３ ― 1,138,100,738 ― 110,451 12 46,706

平成14年３月28日
(注)４ ― 1,138,100,738 ― 110,451 △38,642 8,064

平成14年６月21日
(注)５ ― 1,138,100,738 ― 110,451 109 8,174

(注) １　株式会社エス・ディー・エス　バイオテックとの簡易株式交換による増加

株式交換比率１：４

２　昭和アルミニウム株式会社との合併による増加

合併比率１：１

３　昭和ケミテックス株式会社との合併による増加

４　損失処理に充てたため減少

５　昭和ホームズ株式会社との合併による増加

なお、平成16年１月１日をもって昭和電工エラストマー株式会社との合併により、資本準備金が700百万円

増加している。

(4) 【所有者別状況】

平成15年12月31日現在

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

区分 政府及び
地方公共
団体

金融機関 証券会社
その他の
法人

外国
法人等

外国法人
等のうち
個人

個人
その他

計

単元未満
株式の状況

(株)

株主数
(人) 1 134 78 830 314 23 86,252 87,609 �

所有株式数
(単元) 2 560,412 10,876 83,161 157,901 106 322,918 1,135,270 2,830,738

所有株式数
の割合(％) 0.00 49.36 0.96 7.33 13.91 0.01 28.44 100 �

(注) １　平成15年12月31日現在の自己株式118,389株は、「個人その他」に118単元、「単元未満株式の状況」に

389株含めて記載している。なお、自己株式118,389株は株主名簿記載上の株式数であり、平成15年12月
31日現在の実保有残高は115,389株である。

２　証券保管振替機構名義の株式が、「その他の法人」に241単元含まれている。
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(5) 【大株主の状況】

平成15年12月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)
発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社

東京都中央区晴海一丁目８番11号 60,541 5.32

富国生命保険相互会社 東京都千代田区内幸町二丁目２番２号 54,800 4.82

株式会社損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 54,623 4.80

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 47,744 4.20

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社

東京都港区浜松町二丁目11番３号 45,201 3.97

日本生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目２番２号 44,128 3.88

株式会社みずほコーポレート銀
行

東京都千代田区丸の内一丁目３番３号 40,000 3.51

太陽生命保険株式会社 東京都中央区日本橋二丁目11番２号 33,330 2.93

安田生命保険相互会社 東京都新宿区西新宿一丁目９番１号 26,700 2.35

昭和電工従業員持株会 東京都港区芝大門一丁目13番９号 19,398 1.70

計 � 426,465 37.47

(注)1 上記の所有株式数のうち、信託業務にかかる株式数は、日本トラスティ・サービス信託銀行㈱60,541千株、

日本マスタートラスト信託銀行㈱45,201千株である。

    2 安田生命保険相互会社は平成16年１月１日付で明治生命保険相互会社と合併し、明治安田生命保険相互会

社となった。なお、明治生命保険相互会社は平成15年12月31日現在当社株式を1,013千株（発行済株式総数

に対する所有株式数の割合0.09%）所有している。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成15年12月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

(自己保有株式)
普通株式

115,000 ―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(自己株式等) (相互保有株式)
普通株式

160,000 ― 同上

完全議決権株式(その他) 普通株式
1,134,995,000 1,134,995 同上

単元未満株式
普通株式

2,830,738 ―
同上

１単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 1,138,100,738 ― ―

総株主の議決権 ― 1,134,995 ―

(注)1　証券保管振替機構名義の株式が、「完全議決権株式(その他)」に241,000株(議決権241個)含まれている。

2　「単元未満株式」には当社所有の自己保有株式389株が含まれている。

② 【自己株式等】

平成15年12月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計

(株)

発行済株式総数
に対する所有

株式数の割合(％)
(自己保有株式)
昭和電工株式会社

東京都港区芝大門
一丁目13番９号

115,000 ― 115,000 0.01

(相互保有株式)
テクノ・ナミケン株式会社

大阪市西区新町
一丁目４番26号 150,000 ― 150,000 0.01

(相互保有株式)
丸一輸送興業株式会社

横浜市神奈川区守屋町
一丁目１番11号 10,000 ― 10,000 0.00

計 � 275,000 ― 275,000 0.02

(注)　このほか、実質的に所有していないが、株主名簿上当社名義となっている株式が3,000株(議決権３個)ある。

なお、当該株式は、上記①「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」の中に含まれている。

(7) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項なし。
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２ 【自己株式の取得等の状況】

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】

該当事項なし。

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】

該当事項なし。

なお、当定時株主総会において、商法211条ノ３第１項第２号の規定に基づき、取締役会決議に

より自己株式を買い受けることができる旨の定款規定新設の決議をしている。

(2) 【資本減少、定款の定めによる利益による消却又は償還株式の消却に係る自己株式の買受け等の状

況】

① 【前決議期間における自己株式の買受け等の状況】

該当事項なし。

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況等】

該当事項なし。
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３ 【配当政策】

当社は、配当の実施を株主各位に対する重要な責務と考えており、配当については、各期の収益状

況及び今後の事業展開に備えるための内部留保を勘案し決定することを基本としている。４期にわた

り無配を継続したが、当期については、１株につき２円の配当を実施することとした。今後、事業収

益の一層の向上に全力を挙げる所存である。

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第91期 第92期 第93期 第94期 第95期

決算年月 平成11年12月 平成12年12月 平成13年12月 平成14年12月 平成15年12月

最高(円) 223 195 294 225 251

最低(円) 83 110 108 119 142

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成15年７月 ８月 ９月 10月 11月 12月

最高(円) 223 235 233 225 243 251

最低(円) 191 197 196 199 214 225

(注)　最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数

(千株)

昭和34年３月 ㈱三井銀行入行

昭和36年12月 当社入社

昭和63年５月 同　総合企画部長

平成元年３月 同　取締役総合企画部長

平成５年３月 同　常務取締役

平成７年３月 同　専務取締役

取締役社長
(代表取締役) 大　橋　光　夫 昭和11年１月18日

平成９年３月 同　代表取締役社長(現)

165

昭和43年４月 当社入社

平成７年３月 同　エレクトロニクス事業本部Ｈ

Ｄ工場長

平成９年３月 同　取締役エレクトロニクス事業

本部ＨＤ工場長

平成９年６月 同　取締役エレクトロニクス事業

本部ＨＤ研究開発センター所長

平成11年３月 同　取締役エレクトロニクス事業

部門ＨＤ事業部長兼ＨＤ研究開発

センター所長

平成13年３月 同　執行役員エレクトロニクス事

業部門ＨＤ事業部長

平成15年10月 同　常務執行役員技術本部副本部

長

専務取締役
(代表取締役) 技術本部長 佐々木　保　正 昭和17年５月16日

平成16年３月 代表取締役専務　技術本部長(現)

19

昭和44年４月 当社入社

平成12年３月 同　戦略企画室長

平成13年３月 同　取締役戦略企画室長

平成14年３月 同　常務取締役戦略企画室長

平成15年５月 同　常務取締役

専務取締役
アルミニウム
事業部門長

佐　藤　龍　雄 昭和21年８月10日

平成16年３月 同　専務取締役アルミニウム事業

部門長(現)

68

昭和43年４月 当社入社

平成７年10月 日本ポリオレフィン㈱　企画部長

平成８年６月 モンテル・ジェイピーオー㈱　取

締役社長

平成11年６月 モンテル・エスディーケイ・サン

ライズ㈱　取締役副社長

平成13年１月 サンアロマー㈱　取締役副社長

平成14年３月 当社常務取締役石油化学事業部門

長兼石油化学事業企画部長

平成14年６月 同　常務取締役石油化学事業部門

長

専務取締役 高　橋　恭　平 昭和19年７月17日

平成16年３月 同　専務取締役(現)

50

昭和45年４月 当社入社

平成３年３月 同　エレクトロニクス事業本部レ

アアース部長

平成11年３月 同　取締役エレクトロニクス事業

部門レアアース事業部長

平成13年３月 同　執行役員エレクトロニクス事

業部門レアアース事業部長

平成14年12月 包頭昭和希土高科新材料有限公司

董事長兼任(現任)

常務取締役
エレクトロニ
クス事業部門
長

橋　本　忠　浩 昭和17年７月11日

平成15年３月 当社　常務取締役エレクトロニク

ス事業部門長(現)

65
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数

(千株)

昭和44年４月 当社入社

平成５年６月 昭和アルミニウム缶㈱　取締役

平成11年６月 同　常務取締役

平成13年６月 同　取締役社長(現任)
常務取締役

アルミニウム
事業部門副事
業部門長

大　西　健　介 昭和18年８月１日

平成15年３月 当社常務取締役アルミニウム事業

部門副事業部門長(現)

42

昭和42年４月 当社入社

平成５年３月 同　経理部長

平成11年３月 同　取締役財務部長

平成12年３月 同　取締役ビジネス・サポート・

センター経理グループ長

平成12年３月 昭和ファイナンス㈱　取締役社長

兼任

平成13年３月 当社　執行役員ビジネス・サポー

ト・センター経理グループ長

平成14年３月 同　取締役ビジネス・サポート・

センター長

常務取締役
ビジネス・サ
ポート・セン
ター長

伊　藤　　　博 昭和18年10月25日

平成16年３月 同　常務取締役ビジネス・サポー

ト・センター長(現)

35

昭和43年４月 当社入社

平成９年３月 同　総務部長

平成12年３月 同　取締役コーポレート・リレー

ション・センター長
常務取締役

コーポレー
ト・リレーシ
ョン・センタ
ー長

井　本　憲　邦 昭和20年８月20日

平成16年３月 同　常務取締役コーポレート・リ

レーション・センター長(現)

40

昭和43年４月 当社入社

平成７年７月 同　合成樹脂事業部合成樹脂包装

材料営業部長

平成７年10月 日本ポリオレフィン㈱　ＰＥ営業

本部副本部長兼ＰＰ営業本部副本

部長兼フィルム営業部長

平成８年７月 同　企画部長

平成11年３月 同　取締役

平成14年３月 サンアロマー㈱　代表取締役副社

長

常務取締役
石油化学事業
部門長

西　本　　　浩 昭和20年１月２日

平成16年３月 当社常務取締役石油化学事業部門

長(現)

14

昭和44年４月 昭和アルミニウム㈱入社

平成12年６月 同　経営企画部長

平成13年３月 当社無機材料事業部門無機材料事

業企画部長

平成14年３月 同　執行役員無機材料事業部門無

機材料事業企画部長

平成15年１月 同　執行役員無機材料事業部門炭

素・金属事業部長

取締役

無機材料事業
部 門 長 兼 炭
素・金属事業
部長

玉　田　哲　夫 昭和20年11月15日

平成16年３月 同　取締役無機材料事業部門長兼

炭素・金属事業部長(現)

18

昭和44年４月 当社入社

平成２年７月 昭和電工アメリカ㈱　代表取締役

社長

平成13年３月 当社　化学品事業部門化学品事業

企画部長

平成14年３月 同　執行役員化学品事業部門ガ

ス・化成品事業部長

取締役
化学品事業部
門長

増　渕　憲　夫 昭和22年１月５日

平成16年３月 同　取締役化学品事業部門長(現)

68
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数

(千株)

昭和35年４月 ㈱富士銀行入行

昭和57年５月 同　国際企画部米州室長

昭和63年６月 同　取締役ロンドン支店長

平成２年11月 同　常務取締役

平成４年５月 同　専務取締役

平成６年10月 富士証券㈱　取締役社長

平成11年６月 昭和アルミニウム㈱　常勤監査役

常任監査役
(常勤) 横　堀　尚　昭 昭和11年９月４日

平成13年３月 当社　常任監査役(現)

13

昭和38年４月 当社入社

平成８年６月 同　秩父工場長

平成９年３月 同　取締役秩父工場長

平成11年３月 同　取締役エレクトロニクス事業

部門電子材料事業部長

平成12年３月 同　常務取締役エレクトロニクス

事業部門長兼電子材料事業部長

平成12年７月 同　常務取締役エレクトロニクス

事業部門長

常任監査役
(常勤) 清　野　　　實 昭和15年12月30日

平成15年３月 同　常任監査役(現)

66

昭和35年４月 ㈱三菱銀行入行

昭和43年５月 富国生命保険(相)入社　取締役

昭和46年３月 同　常務取締役

昭和49年５月 同　専務取締役

平成元年３月 同　取締役副社長

平成３年４月 同　取締役社長

平成10年３月 当社　監査役兼任(現)
平成10年７月 富国生命保険(相)　取締役会長

監査役 小　林　　　喬 昭和９年１月６日

平成15年７月 同　相談役(現任)

20

昭和36年４月 公正取引委員会事務局入局

昭和55年７月 通商産業省産業政策局国際企業課

長

昭和62年７月 公正取引委員会事務局官房審議官

平成２年４月 同　事務局経済部長

平成４年７月 同　事務局審査部長

平成５年７月 同　事務局長

平成８年７月 同　事務総長

平成９年７月 同　委員

平成14年６月 同　委員退任

平成14年９月 東京経済大学現代法学部教授(現
任)

監査役 糸　田　省　吾 昭和12年１月９日

平成16年３月 当社　監査役(現)

-

計 683

(注) (1) 監査役横堀尚昭、小林喬、糸田省吾の各氏は、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第18条
第１項に定める社外監査役である。

(2) 上記取締役は、全員その役位に対応した執行役員を兼務する。
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第５ 【経理の状況】

１　連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵

省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前連結会計年度(自　平成14年１月１日　至　平成14年12月31日)は、改正前の連結財務諸

表規則に基づき、当連結会計年度(自　平成15年１月１日　至　平成15年12月31日)は、改正後の連

結財務諸表規則に基づいて作成している。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。

なお、前事業年度(自平成14年１月１日　至平成14年12月31日)は、改正前の財務諸表等規則に基

づき、当事業年度(自平成15年１月１日　至平成15年12月31日)は、改正後の財務諸表等規則に基づ

いて作成している。

２　監査証明について

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(自平成14年１月１日　至平成14

年12月31日)及び前事業年度(自平成14年１月１日　至平成14年12月31日)並びに当連結会計年度(自平

成15年１月１日　至平成15年12月31日)及び当事業年度(自平成15年１月１日　至平成15年12月31日)

の連結財務諸表及び財務諸表について、監査法人不二会計事務所により監査を受けている。
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１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

� 【連結貸借対照表】

前連結会計年度
(平成14年12月31日)

当連結会計年度
(平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(資産の部)

�　流動資産

１　現金及び預金 23,801 26,791

２　受取手形及び売掛金 ※2,4 143,861 136,405

３　たな卸資産 80,447 60,921

４　繰延税金資産 7,833 6,718

５　その他の流動資産 31,758 32,721

６　貸倒引当金 △1,309 △1,254

流動資産合計 286,393 29.0 262,301 27.9

�　固定資産

１　有形固定資産 ※3,5

(1) 建物及び構築物 105,915 100,093

(2) 機械装置及び運搬具 145,272 130,532

(3) 土地 295,527 291,469

(4) 建設仮勘定 8,960 6,535  

(5) その他の有形固定資産 9,927 9,526

有形固定資産合計 565,603 (57.4) 538,154 (57.2)

２　無形固定資産

(1) 連結調整勘定 11,762 11,336

(2) その他の無形固定資産 12,076 11,827

無形固定資産合計 23,839 (2.4) 23,163 (2.5)

３　投資その他の資産

(1) 投資有価証券
※1,
5,6 66,519 83,375

(2) 繰延税金資産 24,410 16,668

(3) その他の投資その他の
資産

※１ 22,326 19,140

(4) 貸倒引当金 △2,596 △2,939

投資その他の資産合計 110,659 (11.2) 116,244 (12.4)

固定資産合計 700,102 71.0 677,561 72.1

Ⅲ　繰延資産

１　開発費及び
試験研究費他

47 17

繰延資産合計 47 0.0 17 0.0

資産合計 986,543 100.0 939,879 100.0
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前連結会計年度
(平成14年12月31日)

当連結会計年度
(平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(負債の部)

�　流動負債

１　支払手形及び買掛金 ※4,5 120,631 113,351

２　短期借入金 ※５ 150,506 117,729

３　１年以内返済予定の
長期借入金

※５ 160,971 73,830

４　未払法人税等 2,076 2,240

５　未払費用 3,084 4,325

６　賞与引当金 2,055 1,787

７　構造改善費用等引当金 9,017 4,214

８　その他の流動負債 24,490 25,539

流動負債合計 472,832 47.9 343,016 36.5

�　固定負債

１　社債 39,000 42,000

２　転換社債 30,369 29,814

３　長期借入金 ※５ 200,282 264,015

４　繰延税金負債 5,994 6,353

５　再評価に係る
繰延税金負債

24,701 23,929

６　退職給付引当金 9,099 8,640

７　役員退職慰労引当金 946 869

８　その他の固定負債 ※５ 12,130 13,861

固定負債合計 322,523 32.7 389,481 41.4

負債合計 795,356 80.6 732,496 77.9

(少数株主持分)

少数株主持分 41,066 4.2 41,295 4.4

(資本の部)

Ⅰ　資本金 ※７ 110,451 11.1 110,451 11.7

Ⅱ　資本剰余金 8,174 0.8 8,175 0.9

Ⅲ　利益剰余金 1,301 0.1 13,271 1.4

Ⅳ　土地再評価差額金 34,079 3.5 34,832 3.7

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 △2,442 △0.2 2,501 0.3

Ⅵ　為替換算調整勘定 △1,401 △0.1 △3,096 △0.3

Ⅶ　自己株式 ※８ △42 △0.0 △47 △0.0

資本合計 150,121 15.2 166,087 17.7

負債、少数株主持分
及び資本合計

986,543 100.0 939,879 100.0
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� 【連結損益計算書】

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％)

�　売上高 674,017 100.0 689,366 100.0

�　売上原価 ※１ 551,262 81.8 563,828 81.8

売上総利益 122,755 18.2 125,538 18.2

�　販売費及び一般管理費 ※1,2 91,452 13.6 86,991 12.6

営業利益 31,302 4.6 38,546 5.6

�　営業外収益

１　受取利息 478 278

２　受取配当金 610 747

３　固定資産賃貸料 839 837

４　持分法による投資利益 561 1,614

５　雑収入 2,598 5,088 0.8 1,647 5,124 0.7

�　営業外費用

１　支払利息 11,385 10,507

２　雑支出 7,718 19,103 2.8 9,323 19,830 2.8

経常利益 17,287 2.6 23,840 3.5

�　特別利益

１　固定資産売却益 ※３ 9 92

２　投資有価証券売却益 15,892 1,874
３　資源リサイクル設備

補助金
― 3,737

４　構造改善費用等引当金
　　戻入額

― 1,076

５　その他の特別利益 2,368 18,270 2.7 1,393 8,172 1.1

�　特別損失

１　固定資産除却損
及び売却損

※４ 2,521 3,210

２　投資有価証券評価損 5,373 270

３　特別退職金 ※５ 2,774 2,585

４　構造改善費用等引当金
繰入額

2,408 2,968

５　その他の特別損失 3,489 16,566 2.5 4,209 13,243 1.9

税金等調整前
当期純利益

18,991 2.8 18,769 2.7

法人税、住民税
及び事業税

2,853 3,326

法人税等調整額 2,095 4,948 0.7 5,329 8,655 1.2

少数株主利益 1,019 0.2 ― ―

少数株主損失 ― ― 203 0.0

当期純利益 13,024 1.9 10,317 1.5
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③ 【連結剰余金計算書】

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(資本剰余金の部)

Ⅰ　資本剰余金期首残高 46,706 8,174

Ⅱ　資本剰余金増加高

連結子会社との合併に伴う
増加高

109 ―

自己株式処分差益 ― 0

Ⅲ　資本剰余金減少高

資本準備金取崩額 38,642 ―

Ⅳ　資本剰余金期末残高 8,174 8,175

(利益剰余金の部)

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △51,679 1,302

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　当期純利益 13,024 10,317

２　連結子会社増加による
利益剰余金増加高

202 ―

３　連結子会社減少による
利益剰余金増加高

31 ―

４　持分法適用会社増加に
よる利益剰余金増加高

221 ―

５　持分法適用会社減少に
よる利益剰余金増加高

― 3,180

６　連結子会社との合併に
伴う利益剰余金増加高

2,640 ―

７　持分法適用会社の決算期
変更に伴う利益剰余金増
加高

― 24

８　土地再評価差額金取崩額 ― 11

９　資本準備金取崩額 38,642 54,761 ― 13,531

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　連結子会社の減少に伴う
利益剰余金減少額

498 ―

２　連結子会社の決算期変更
に伴う利益剰余金減少額

34 ―

３　持分法適用会社の清算に
伴う利益剰余金減少額

58 ―

４　持分法適用会社の減少に
伴う利益剰余金減少額

― 1,555

５　土地再評価差額金取崩額 1,180 ―

６　役員賞与
(うち監査役賞与)

9
(1) 1,780 8

(―) 1,562

Ⅳ　利益剰余金期末残高 1,301 13,271
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー
１　税金等調整前当期純利益 18,991 18,769
２　減価償却費 36,955 34,543
３　連結調整勘定償却額 1,967 1,124
４　構造改善費用等引当金の増減額 △12,628 △4,803
５　受取利息及び受取配当金 △1,088 △1,025
６　支払利息 11,385 10,507
７　持分法による投資利益 △561 △1,614
８　有価証券売却損益及び評価損 0 ―
９　投資有価証券売却損益及び評価損 △10,651 △1,684
10　固定資産除却損 2,363 2,218
11　固定資産売却損益 717 1,581
12　売上債権の増減額 △5,681 8,017
13　たな卸資産の増減額 8,816 8,785
14　仕入債務の増減額 2,231 △8,606
15　その他 △1,232 8,068

小計 51,583 75,880
16　利息及び配当金の受取額 1,391 1,441
17　利息の支払額 △11,309 △10,635
18　法人税等の支払額 △4,170 △3,125

営業活動によるキャッシュ・フロー 37,495 63,561
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　有価証券の売却による収入 445 4
２　固定資産の取得による支出 △28,669 △40,217
３　固定資産の売却による収入 3,835 17,411
４　投資有価証券の取得による支出 △8,246 △9,389
５　投資有価証券の売却による収入 25,229 5,234
６　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出
186 63

７　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
売却による収入

331 ―

８　短期貸付金の純増減額 5,380 1,231
９　長期貸付による支出 △1,488 △147
10　長期貸付金の回収による収入 2,689 5,658
11　その他 △541 △4,946

投資活動によるキャッシュ・フロー △846 △25,099
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　短期借入金の純増減額 △60,441 △18,280
２　長期借入による収入 116,457 142,450
３　長期借入金の返済による支出 △86,329 △161,930
４　社債の発行による収入 2,000 3,000
５　社債の償還による支出 △15,000 △555
６　株式の発行による収入 4,529 133
７　少数株主への配当金の支払額 △676 △602
８　その他 △3,642 △116

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,103 △35,900
Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △172 △361
Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 △6,627 2,202
Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 30,089 23,260
Ⅶ　新規連結、連結除外等に伴う

現金及び現金同等物の増減額
△201 1,023

Ⅷ　現金及び現金同等物の期末残高 23,260 26,485
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

１　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　43社
(主要な連結子会社名は第１「企業の概況」の４

「関係会社の状況」に記載している。)

１　連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　42社
(主要な連結子会社名は第１「企業の概況」の４

「関係会社の状況」に記載している。)
前連結会計年度まで非連結子会社であったショウ

ティック・エウロパ・インドゥストリア・デ・アル

ミニオ・リミターダを、重要性の観点から新たに連

結の範囲に含めた。

前連結会計年度まで持分法適用の関連会社であっ

た昭和電工エラストマー㈱(旧社名昭和ディー・デ

ィー・イー製造㈱)は、当連結会計年度中に子会社

となったため、新たに連結の範囲に含めた。

前連結会計年度まで連結子会社であった昭和ホー

ムズ㈱は、当連結会計年度中に当社と合併したた

め、連結の範囲から除外した。

前連結会計年度まで連結子会社であった三洋昭和

パネルシステム㈱(旧社名　昭和パネルシステム㈱)
ほか２社は、当連結会計年度中に子会社でなくなっ

たため、連結の範囲から除外した。

前連結会計年度まで連結子会社であった昭和電工

メディア・ストレージ㈱は、前連結会計年度中に営

業譲渡し、重要性がなくなったため、連結の範囲か

ら除外した。

前連結会計年度まで連結子会社であった日本ポリ

プロ㈱は、重要性がなくなったため、連結の範囲か

ら除外した。

前連結会計年度まで連結子会社であった昭和アル

ミテクノ㈱は、当連結会計年度中に清算結了したた

め、連結の範囲から除外した。

前連結会計年度まで連結子会社であった昭和電工

ヨーロッパGmbHは、当連結会計年度中にショウ

ワ・アルミニウム・ヨーロッパGmbHと合併したた

め、連結の範囲から除外した。合併後、存続会社で

あるショウワ・アルミニウム・ヨーロッパGmbH
は、社名を昭和電工ヨーロッパGmbHに変更してい

る。

　　　前連結会計年度まで持分法適用の非連結子会社で

あった昭和培土㈱を、重要性の観点から新たに連結

の範囲に含めた。

前連結会計年度まで持分法適用外の非連結子会社

であった昭和電工ＨＤシンガポール・プライベイ

ト・リミテッドを、重要性の観点から新たに連結の

範囲に含めた。

前連結会計年度まで持分法適用外の関連会社であ

った昭和電工アルミ販売㈱(旧社名　高砂金属㈱)
は、当連結会計年度中に持分が増加し子会社となっ

たため、新たに連結の範囲に含めた。

前連結会計年度まで連結子会社であった大伸金属

㈱は、当連結会計年度中に高砂金属㈱と合併したた

め、連結の範囲から除外した。

前連結会計年度まで連結子会社であった昭和アル

ミエクステリア㈱は、当連結会計年度中に昭和アル

ミビューテック㈱と合併したため、連結の範囲から

除外した。

前連結会計年度まで連結子会社であった大分エル

エル㈱は、当連結会計年度中に清算結了したため、

連結の範囲から除外した。

前連結会計年度まで連結子会社であった周南電

工㈱は、当連結会計年度中に清算会社となり、重要

性がなくなったため、連結の範囲から除外した。

なお、非連結子会社(名古屋研磨材工業㈱ほか47
社)の総資産額、売上高、当期純損益(持分相当額)及
び利益剰余金(持分相当額)等の各合計額は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連

結の範囲から除外した。

なお、非連結子会社(名古屋研磨材工業㈱ほか48
社)の総資産額、売上高、当期純損益(持分相当額)及
び利益剰余金(持分相当額)等の各合計額は、いずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連

結の範囲から除外した。

２　持分法の適用に関する事項

(1) 非連結子会社48社のうち、昭和パーツ㈱ほか４社

について、また関連会社81社のうち、昭和炭酸㈱

ほか30社に対する投資について、持分法を適用し

た。

２　持分法の適用に関する事項

(1) 非連結子会社49社のうち、昭和パーツ㈱ほか３社

について、また関連会社72社のうち、昭和炭酸㈱

ほか28社に対する投資について、持分法を適用し

た。

前連結会計年度まで連結子会社であった三洋昭和

パネルシステム㈱は、当連結会計年度中に関連会社

となったため、重要性の観点から持分法を適用し

た。

当連結会計年度中に新たに関連会社となった日本

ポリエチレン㈱に対する投資について、重要性の観

点から持分法を適用した。
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前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

前連結会計年度まで持分法適用外の関連会社であ

った昭和特殊気体股份有限公司に対する投資につい

て、重要性の観点から持分法を適用した。

当連結会計年度中に新たに関連会社となったPT.
ハイモールド・バタムに対する投資について、持分

法を適用した。

前連結会計年度まで持分法適用の関連会社であっ

たアルファミック㈱及び昭和キャボットスーパーメ

タル㈱は、当連結会計年度中に関連会社でなくなっ

たため、持分法の適用から除外した。

前連結会計年度まで持分法適用の関連会社であっ

た昭高化工㈱は、当連結会計年度中に清算結了した

ため、持分法の適用から除外した。

前連結会計年度まで持分法適用の関連会社であっ

た昭和電工エラストマー㈱を当連結会計年度中に連

結の範囲に含めたため、持分法の適用から除外し

た。

前連結会計年度まで持分法適用の関連会社であっ

たスカイアルミニウム㈱及び大分福助㈱並びにフク

レックス㈱は、当連結会計年度中に関連会社でなく

なったため、持分法の適用から除外した。

前連結会計年度まで持分法適用の子会社であった

昭和培土㈱を連結の範囲に含めたため、持分法の適

用から除外した。

なお、持分法適用外の非連結子会社(名古屋研磨

材工業㈱ほか42社)及び関連会社(昭和テクノサービ

ス㈱ほか49社)の当期純損益(持分相当額)及び利益

剰余金(持分相当額)等の各合計額は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさないため持分法を適

用せず、原価法により評価している。

なお、持分法適用外の非連結子会社(名古屋研磨

材工業㈱ほか44社)及び関連会社(昭和テクノサービ

ス㈱ほか42社)の当期純損益(持分相当額)及び利益

剰余金(持分相当額)等の各合計額は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼさないため持分法を適

用せず、原価法により評価している。

(2) 持分法適用会社の株式の取得価額と持分法適用会

社の資本勘定に占める持分相当額との差額は、主と

して取得日を基準とする段階法により算出してい

る。なお、投資差額は連結の場合に準じて均等償却

しており、当連結会計年度の償却額は27百万円(借
方)、未償却残高はない。

(2) 持分法適用会社の株式の取得価額と持分法適用会

社の資本勘定に占める持分相当額との差額は、主と

して取得日を基準とする段階法により算出してい

る。なお、投資差額は連結の場合に準じて均等償却

しているが、前連結会計年度末以降、未償却残高は

ない。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

昭和エンジニアリング㈱の決算日は３月31日であ

り、連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用してい

る。

国際衛生㈱ほか３社の決算日は９月30日であり、

連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の財務諸

表を使用し、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いる。

昭和高分子㈱及び平成ポリマー㈱の決算日は３月

31日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、９

月30日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用し

ている。

３　連結子会社の事業年度等に関する事項

昭和エンジニアリング㈱の決算日は３月31日であ

り、連結財務諸表の作成に当たっては、連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用してい

る。

昭和培土㈱の決算日は６月30日であり、連結財務

諸表の作成に当たっては、連結決算日現在で実施した

仮決算に基づく財務諸表を使用している。

国際衛生㈱ほか３社の決算日は９月30日であり、

連結財務諸表の作成に当たっては、同日現在の財務諸

表を使用し、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いる。

昭和高分子㈱及び平成ポリマー㈱の決算日は３月

31日であり、連結財務諸表の作成に当たっては、９

月30日に実施した仮決算に基づく財務諸表を使用

し、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いる。



�  �40

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

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

①　有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末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、売却原価は主として移動平均法により

算定)

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

①　有価証券

満期保有目的の債券

同左

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

②　デリバティブ取引

時価法によっている。

②　デリバティブ取引

同左

③　たな卸資産

主として総平均法に基づく原価法により評価し

ているが、連結子会社の一部の資産については個

別法に基づく原価法及び最終仕入原価法により評

価している。

③　たな卸資産

同左

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

①　有形固定資産

主として定額法を採用しているが、当社の一部

の資産及び連結子会社の一部の資産について定率

法を採用している。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

定額法を採用している。

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に基づき５年の定額法に

よっている。

②　無形固定資産

同左

(3) 繰延資産の処理方法

社債発行費及び開発費については、支出時に全額

費用として処理している。

なお、一部の連結子会社は開業費について繰延資

産に計上し５年間で均等償却する方法を採用してい

る。

(3) 繰延資産の処理方法

同左

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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勘案

し、回収不能見込額を計上している。

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込

額に基づき当連結会計年度に負担すべき金額を計

上している。

②　賞与引当金

同左
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前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

③　退職給付引当金

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いる。

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いる。

なお、一部の連結子会社では、会計基準変更時

差異を５年による按分額で費用処理している。

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(主として12年)
による定額法により翌連結会計年度から費用処理

することとしている。

なお、一部の連結子会社は、数理計算上の差異

を発生年度に全額費用処理している。

③　退職給付引当金

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いる。

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いる。

なお、一部の連結子会社では、会計基準変更時

差異を５年による按分額で費用処理している。

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(主として12年)によ

る定額法により費用処理している。

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(主として12年)
による定額法により翌連結会計年度から費用処理

している。

なお、一部の連結子会社は、数理計算上の差

異を発生年度に全額費用処理している。

④　役員退職慰労引当金

一部の連結子会社は、役員の退職により支給す

る慰労金に充てるため、主として内規に基づく期

末要支給額を計上している。

④　役員退職慰労引当金

同左

⑤　構造改善費用等引当金

当社及び一部の連結子会社の構造改善に伴い発

生する費用及び損失に備えるため、その発生の見

込額を計上している。

⑤　構造改善費用等引当金

同左

(5) 重要な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。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

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、振当処

理の要件を満たす為替予約については振当処理

を、特例処理の要件を満たす金利スワップ等につ

いては特例処理を採用している。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段　　　　　　　ヘッジ対象

為替予約　　　　　　　　外貨建債権債務取引

金利スワップ　　　　　　資金調達に伴う金利取引

商品先渡取引　　　　　　アルミニウム地金の売買取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③　ヘッジ方針

デリバティブ取引を債権債務の範囲内かつリス

クのヘッジ目的で行うことを基本方針としてお

り、投機目的のためにはデリバティブ取引を利用

しない方針である。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変

動額の累計額を比較して有効性の判定を行ってい

る。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左
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前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

(7) その他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の方法

税抜方式によっている。

(7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

①　消費税等の会計処理の方法

同左

②　１株当たり情報

当連結会計年度から「１株当たり当期純利益

に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用し

ている。なお、これによる影響はない。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価については、全面

時価評価法によっている。

５　連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６　連結調整勘定の償却に関する事項

連結調整勘定は、計上後20年以内でその効果の発

現する期間にわたり均等償却している。

６　連結調整勘定の償却に関する事項

同左

７　利益処分項目等の取扱いに関する事項

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分につい

て、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作

成されている。

７　利益処分項目等の取扱いに関する事項

同左

８　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

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、随時引き出し可能な

預金及び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取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資からなっている。

８　連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

 (表示方法の変更)

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

(連結損益計算書)
１　当連結会計年度において「固定資産賃貸料」が営業

外収益の総額の100分の10を超えたため、当該科目を

区分掲記した。なお、前連結会計年度は「雑収入」に

含まれており、その金額は461百万円である。

２　前連結会計年度において独立科目で掲記していた

「貸倒引当金戻入額」(当連結会計年度金額388百万

円)は、その金額が特別利益の総額の100分の10以下

であるため、「その他の特別利益」に含めて表示して

いる。

(連結損益計算書)
　当連結会計年度において「構造改善費用等引当金

戻入額」が特別利益の総額の100分の10を超えたた

め、当該科目を区分掲記した。なお、前連結会計年

度は「その他の特別利益」に含まれており、その金

額は245百万円である。

(連結剰余金計算書)
　前連結会計年度において掲記していた役員賞与の

うち「監査役賞与」(当連結会計年度金額１百万円)
は、重要性がないため掲記しないこととした。
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(追加情報)

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

(金融商品会計)
当連結会計年度から、その他有価証券のうち時価のあ

るものの評価の方法について、金融商品に係る会計基準

(「金融商品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11年１月22日))を適用し、決算期末

日の市場価格等に基づく時価法を採用している。

これにより、従来の方法によった場合に比べ、その他

有価証券評価差額金が2,422百万円減少している。

――――――

(未払従業員賞与)
前連結会計年度まで「未払費用」に計上していた未払

従業員賞与のうち賞与支給額が確定していない部分(前
連結会計年度末金額2,520百万円)については、「未払従

業員賞与の財務諸表における表示科目について」(日本

公認会計士協会リサーチセンター審理情報No.15　平成

13年２月14日)が公表されたことにより、当連結会計年

度から「賞与引当金」として掲記している。

(厚生年金基金の代行部分の返上)
当社及び一部の連結子会社は、厚生年金基金の代行部

分について、平成14年４月23日厚生労働大臣から将来

分支給義務免除の認可を受けたことから、「退職給付会

計に関する実務指針(中間報告)」(日本公認会計士協会会

計制度委員会報告第13号)第47―２項に定める経過措置

を適用し、当該認可の日において代行部分に係る退職給

付債務及び返還相当額の年金資産を消滅したものとみな

して会計処理している。なお、当連結会計年度末におけ

る返還相当額は、23,045百万円である。

(連結貸借対照表の資本の部)
当連結会計年度より、「連結財務諸表の用語、様式及

び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」

(平成14年３月26日内閣府令第11号)を附則第２項ただし

書きに基づき早期適用し、資本の部の各科目を改正後の

連結財務諸表規則に従い記載している。また「自己株式

及び法定準備金の取崩等に関する会計基準(企業会計基

準第１号　平成14年２月21日)に基づき、持分法を適用

した子会社及び関連会社の保有する当社株式のうち当社

の持分相当額は、資本の部の「自己株式」に含めて計上

している。この適用による連結貸借対照表への影響は軽

微である。

(連結剰余金計算書)
当連結会計年度より、「連結財務諸表の用語、様式

及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令」

(平成14年３月26日内閣府令第11号)を附則第２項ただし

書きに基づき早期適用し、連結剰余金計算書を「資本剰

余金の部」と「利益剰余金の部」に区分して記載してい

る。
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注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成14年12月31日)

当連結会計年度
(平成15年12月31日)

１　

(※１～※８については連結貸借対照表該当箇所参照)
※１　非連結子会社及び関連会社項目

非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

通りである。

(固定資産)
　投資有価証券　　　　　　　　　　　　26,536百万円
　その他の投資その他の資産
　出資金　　　　　　　　　　　　　　　　942

１　

(※１～※８については連結貸借対照表該当箇所参照)
※１　非連結子会社及び関連会社項目

非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

通りである。

(固定資産)
　投資有価証券　　　　　　　　　　　　21,920百万円
　その他の投資その他の資産
　出資金　　　　　　　　　　　　　　　3,048
　

※２　受取手形割引高　　　　　　　　　 700百万円

　　　受取手形裏書譲渡高　　　　　　　　　2
　

※２　受取手形割引高　　　　　　　       975百万円
　

※３　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は

634,136百万円である。

※３　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額は

585,114百万円である。

※４　当連結会計年度末日が銀行休業日にあたるため

に、次の同日満期手形は、同日決済されたものとし

て処理している。

　受取手形　　　　　　　　　　　　　　1,915百万円
　支払手形　　　　　　　　　　　　　　3,610
　受取手形割引高　　　　　　　　　　　　166

※４　当連結会計年度末日が銀行休業日にあたるため

に、次の同日満期手形は、同日決済されたものとし

て処理している。

受取手形　　　　　　　　　　　　　　　1,346百万円
支払手形　　　　　　　　　　　　　　　2,350
受取手形割引高　　　　　　　　　　　　　257
　

※５　このうち借入金等の担保に供しているのは次の通

りである。なお、工場財団は当社及び一部の連結子

会社の工場の有形固定資産で組成されている。

　担保提供資産　　　金額　　　　債務の内容
　　　　　　　　　　(百万円)　　　 (百万円)
工場財団　　　　　　229,183　支払手形　　　802
　　　　　　　　　　　　　　及び買掛金

建物及び構築物　　　11,322　短期借入金　　1,560
機械装置　　　　　　　453
及び運搬具　　　　　　　　　長期借入金　104,412＊
土地　　　　　　　　24,745　その他の　　　1,999
　　　　　　　　　　　　　　固定負債

投資有価証券　　　　2,073
　計　　　　　　　267,778　　　　　　　108,773

＊１年以内返済予定額を含む

※５　このうち借入金等の担保に供しているのは次の通

りである。なお、工場財団は当社及び一部の連結子

会社の工場の有形固定資産で組成されている。

　担保提供資産　　　金額　　　　債務の内容
　　　　　　　　　　(百万円)　　 (百万円)
工場財団　　　　　　207,717　　支払手形　　738
　　　　　　　　　　　　　　　及び買掛金

建物及び構築物　　　12,632　　短期借入金　　669
機械装置　　　　　　　484
及び運搬具　　　　　　　　　　長期借入金　96,138＊
土地　　　　　　　　29,184　　その他の　　1,829
　　　　　　　　　　　　　　　固定負債

投資有価証券　　　　6,600
　計　　　　　　　256,617　　　　　　　　99,374

＊１年以内返済予定額を含む

※６　このうち、有価証券消費貸借契約に基づく貸付が

3,691百万円含まれている。

※６　このうち、有価証券消費貸借契約に基づく貸付が

5,581百万円含まれている。

―――――― ※７　当社の発行済株式総数は、下記の通りである。

普通株式
1,138,100,738株

　
※８　当社及び持分法を適用した関連会社が保有する自

己株式数は、下記の通りである。

普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　159,373株

※８　当社及び持分法を適用した関連会社が保有する自

己株式数は、下記の通りである。

普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　176,762株
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前連結会計年度
(平成14年12月31日)

当連結会計年度
(平成15年12月31日)

２　偶発債務

保証債務

　　　　保証先　　　　保証金額　　　　保証内容
(百万円)

日本アサハン
アルミニウム㈱　　　　17,393＊１　　銀行借入金
従業員　　　　　　　　 1,192＊２    従業員住宅融資
日本アマゾン
アルミニウム㈱           550＊３     銀行借入金
上海昭和高分子
有限公司                  375＊３     銀行借入金
ハイモールド・プライ
ベイト・リミテッド       344＊３     銀行借入金
その他                    467＊３     銀行借入金

         計             20,323
＊１　連結会社負担額は13,045百万円である。

＊２　連結会社負担額は1,096百万円である。

＊３　外貨による保証債務1,655千米ドル他が含まれて

いる。

２　偶発債務

保証債務

　　　　保証先　　　　保証金額　　　保証内容
(百万円)

日本アサハン
アルミニウム㈱        15,446＊１    銀行借入金
日本ポリエチレン㈱     2,455        銀行借入金
従業員               　　935＊２    従業員住宅融資
日本アマゾン
アルミニウム㈱           295＊３    銀行借入金
東洋ハイモールド・イ
ンターナショナル・プ
ライベイト・リミテッ
ド                        264        銀行借入金
上海昭和高分子
有限公司                 156＊３    銀行借入金
その他                   265＊３    銀行借入金

        計             19,816
＊１　連結会社負担額は11,585百万円である。

＊２　連結会社負担額は848百万円である。

＊３　外貨による保証債務1,743千米ドル他が含まれて

いる

３　土地の再評価

(1) 「土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日
公布法律第34号)」に基づき、当社及び一部の連結

子会社は事業用の土地の再評価を行い、当該評価差

額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に、これを控除した残額を「土

地再評価差額金」として資本の部に計上している。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価

税評価額に合理的な調整を行って算定する方法及

び第５号に定める鑑定評価額による方法により算

出

再評価を行った年月日              平成12年12月31日
                                    平成13年３月30日
                                    平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額　　　　　　　19,754百万円

３　土地の再評価

「土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日
公布法律第34号)」に基づき、当社及び一部の連結

子会社は事業用の土地の再評価を行い、当該評価差

額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に、これを控除した残額を「土

地再評価差額金」として資本の部に計上している。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価

税評価額に合理的な調整を行って算定する方法及

び第５号に定める鑑定評価額による方法により算

出

再評価を行った年月日              平成12年12月31日
                                    平成13年３月30日
                                    平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額　　　　　　　33,648百万円
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前連結会計年度
(平成14年12月31日)

当連結会計年度
(平成15年12月31日)

(2) 当社と平成14年６月21日に合併した昭和ホームズ

株式会社は当連結会計年度において下記の通り土地

の再評価を行っており、当社は合併により同社の再

評価差額金を引き継いでいる。なお、上記(1)は、

これを含めて記載している。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年３月

31日公布政令第119号)第２条第４号に定める地価

税評価額に合理的な調整を行って算定する方法に

より算出

再評価を行った年月日               平成14年３月31日
再評価前の帳簿価額                      8,187百万円
再評価後の帳簿価額                      6,938百万円

　

　

４　手形債権の流動化

当社及び一部の連結子会社は、共同で手形債権の流

動化を行った。このため、受取手形は31,900百万円

減少し、資金化していない部分7,262百万円は「その

他の流動資産」に計上している。

４　手形債権の流動化

当社及び一部の連結子会社は、共同で手形債権の流

動化を行った。このため、受取手形は28,403百万円

減少し、資金化していない部分6,129百万円は「その

他の流動資産」に計上している。

５　厚生年金基金の代行部分の返上

当連結会計年度末における返還相当額は、22,607
百万円である。



�  �47

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

(※１～※５については連結損益計算書該当箇所参照)
※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、15,443百万円である。

(※１～※５については連結損益計算書該当箇所参照)
※１　研究開発費の総額

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、16,983百万円である。

※２　販売費及び一般管理費のうち主なものは次の通り

である。

輸送費
25,186百万円

給与手当
19,327

販売手数料
6,465

一般管理費に含まれる研究開発費は14,459百万円

であり、上記各要素他に含まれている。

※２　販売費及び一般管理費のうち主なものは次の通り

である。

輸送費
22,150百万円

給与手当
19,052

販売手数料
7,361

一般管理費に含まれる研究開発費は15,637百万円

であり、上記各要素他に含まれている。

※３　固定資産売却益の主なものは、土地の売却による

ものである。

※３　固定資産売却益の主なものは、建物の売却による

ものである。

※４　固定資産除却損及び売却損のうち主なものは、建

物及び機械装置の除却損と、土地の売却損である。

※４　　　　　　　　　 同左

※５　特別退職金の主なものは、早期退職に伴う加算金

である。

※５　　　　　　　　　 同左

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成14年12月31日)
現金及び預金勘定

23,801百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金
△541

現金及び現金同等物
23,260

１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

(平成15年12月31日)
現金及び預金勘定

26,791百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金
△306

現金及び現金同等物
26,485
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

１　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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却費累計額

相当額及び期末残高相当額

１　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

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却費累計額

相当額及び期末残高相当額

            取得価額       減価償却累       期末残高
             相当額         計額相当額       相当額
             (百万円)         (百万円)        (百万円)
機械装置
及び運搬具  14,350           7,248           7,102
その他の
有形固定資産 1,202             750             452
無形固定資産   363             138             224
  合計       15,916           8,137            7,779
(注)　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支

払利子込み法により算定している。

            取得価額減     価償却累        期末残高
            相当額         計額相当額      相当額
            (百万円)        (百万円)        (百万円)
機械装置
及び運搬具   14,717         7,352           7,365
その他の
有形固定資産  1,447           793            654
無形固定資産    392           208            184
  合計        16,556         8,353           8,202

(注)　　　　　　　　 同左

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内                                   2,244百万円
１年超                                   5,535
合計                                     7,779
(注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定している。

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内                                   2,027百万円
１年超                                   6,175
合計                                     8,202

(注)　　　　　　　　 同左

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料                            2,158百万円
減価償却費相当額                        2,158

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料                             2,388百万円
減価償却費相当額                         2,388

　

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

によっている。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

２　オペレ－ティング・リ－ス取引

未経過リース料

１年内                                     53百万円
１年超                                    143
合計                                      196

２　オペレ－ティング・リ－ス取引

未経過リース料

１年内                                   1,732百万円
１年超                                   3,842
合計                                     5,574
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(有価証券関係)

前連結会計年度

有価証券

１　売買目的有価証券(平成14年12月31日)

該当事項なし。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成14年12月31日)

区分
連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

連結決算日における時価

(百万円)

差額

(百万円)

時価が連結貸借対照表計上額を超
えないもの

国債・地方債等 1 0 △1

小計 1 0 △1

合計 1 0 △1

３　その他有価証券で時価のあるもの(平成14年12月31日)

区分
取得原価

(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

差額

(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

�　株式 3,114 5,269 2,155

�　債券 5 5 0

小計 3,119 5,274 2,155

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

�　株式 29,798 22,685 △7,113

�　債券 74 73 △1

�　その他 79 62 △17

小計 29,951 22,820 △7,131

合計 33,070 28,095 △4,975

(注) １　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて、4,928百万円の減損処理を行って

いる。

２　時価が著しく下落したと判断する基準については、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落し

ている場合としている。また、下落率が50％以上の銘柄は減損処理を行い、下落率が30％以上50％未満

の銘柄は個々の銘柄の回復可能性等を判定して減損処理を行っている。
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４　当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券(自平成14年１月１日　至平成14年12月31日)

該当事項なし。

５　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成14年１月１日　至平成14年12月31日)

売却額
(百万円)

売却益の合計
(百万円)

売却損の合計
(百万円)

株式 11,717 5,176 18

合計 11,717 5,176 18

６　時価評価されていない主な有価証券(平成14年12月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

満期保有目的の債券

地方債 26

非公募社債 1,001

その他有価証券

非上場株式(店頭売買株式除く) 9,749

優先出資証券 1,000

非公募地方債 115

７　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成14年12月31

日)

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

満期保有目的債券

国債・地方債等 3 10 13 ―

社債 ― ― 1 ―

小計 3 10 14 ―

その他有価証券

社債 ― 74 ― ―

小計 ― 74 ― ―

合計 3 84 14 ―
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当連結会計年度

有価証券

１　売買目的有価証券(平成15年12月31日)

該当事項なし。

２　満期保有目的の債券で時価のあるもの(平成15年12月31日)

　　 該当事項なし。

３　その他有価証券で時価のあるもの(平成15年12月31日)

区分
取得原価

(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額

(百万円)

差額

(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

　　株式 12,044 21,751 9,707

小計 12,044 21,751 9,707

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

�　株式 19,564 14,411 △5,153

②　その他 16 15 △1

小計 19,580 14,426 △5,154

合計 31,624 36,177 4,553

(注) １　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のあるものについて、24百万円の減損処理を行ってい

る。

２　時価が著しく下落したと判断する基準については、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落し

ている場合としている。また、下落率が50％以上の銘柄は減損処理を行い、下落率が30％以上50％未満

の銘柄は個々の銘柄の回復可能性等を判定して減損処理を行っている。

４　当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券(自平成15年１月１日　至平成15年12月31日)

該当事項なし。

５　当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成15年１月１日　至平成15年12月31日)

売却額
(百万円)

売却益の合計
(百万円)

売却損の合計
(百万円)

株式 4,919 1,000 27

合計 4,919 1,000 27
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６　時価評価されていない主な有価証券(平成15年12月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

満期保有目的の債券

地方債 23

非公募社債 1,001

その他有価証券

非上場株式(店頭売買株式除く) 23,142

優先出資証券 1,000

非公募地方債 115

７　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額(平成15年12月31

日)

１年以内
(百万円)

１年超５年以内
(百万円)

５年超10年以内
(百万円)

10年超
(百万円)

満期保有目的債券

国債・地方債等 3 10 10 ―

社債 ― ― 1,000 ―

合計 3 10 1,010 ―
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(デリバティブ取引関係)

１　取引の状況に関する事項

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

(1) 取引の内容

当社及び連結子会社が利用しているデリバティブ

取引は、通貨関連では為替予約取引、金利関連では

金利スワップ取引、商品関連ではアルミ地金の先渡

取引である。

(1) 取引の内容

同左

(2) 取引に関する取組方針

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を債権

債務の範囲内かつリスクのヘッジ目的で行うことを

基本方針としており、投機目的のためにはデリバテ

ィブ取引を利用しない方針である。

(2) 取引に関する取組方針

同左

(3) 取引の利用目的

当社及び連結子会社は、通貨関連では、外貨建債

権債務に係る為替相場の変動リスクをヘッジする目

的で為替予約取引を利用している。

金利関連では、金利変動リスクのヘッジ、金融費

用の削減を目的として金利スワップ取引を利用して

いる。

商品関連では、商品の売買契約に対する市況変動

リスクをヘッジする目的でアルミ地金の先渡取引を

利用している。

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ取引を

行い、ヘッジ会計を適用している。

(3) 取引の利用目的

同左

(ヘッジ会計の方法)
繰延ヘッジ処理を採用している。なお、振当処理

の要件を満たす為替予約については振当処理を、特

例処理の要件を満たす金利スワップ等については特

例処理を採用している。

(ヘッジ手段とヘッジ対象)
 ヘッジ手段　　　　　 ヘッジ対象

為替予約　　　　　外貨建債権債務取引

金利スワップ　　　資金調達に伴う金利取引

商品先渡取引　　　アルミニウム地金の売買取引

(ヘッジ方針)
デリバティブ取引を債権債務の範囲内かつリスク

のヘッジ目的で行うことを基本方針としており、投

機目的のためにはデリバティブ取引を利用しない方

針である。

(ヘッジ有効性評価の方法)
ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッジ対象の変動

額の累計額を比較して有効性の判定を行っている。

(4) 取引に係るリスクの内容

当社及び連結子会社が利用しているデリバティブ

取引は、為替相場の変動リスク、市場金利の変動リ

スク、商品市況変動リスクを有しているが、当社及

び連結子会社はデリバティブ取引をリスクのヘッジ

目的で利用しており、市場リスクはほとんどないと

判断している。

また、当社及び連結子会社のデリバティブ取引の

契約先はいずれも信用度の高い金融機関、商社であ

るため、相手方の契約不履行による信用リスクはほ

とんどないと判断している。

(4) 取引に係るリスクの内容

同左
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前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

(5) 取引に係るリスク管理体制

当社のデリバティブ取引については、取引に係る

権限及び手続きを定めた社内管理規程を設けてお

り、規程に基づく決裁者の承認により取引が行われ

る。

通貨関連取引については、事業部及び経理グルー

プが取引の実行・管理を行い、定期的に担当役員に

報告している。

金利関連取引については、経理グループが取引の

実行・管理を行い、定期的に担当役員に報告してい

る。

商品関連取引については、事業部が取引の実行・

管理を行い、定期的に担当役員に報告している。

連結子会社についても、各社のデリバティブ取引

の管理基準等に基づき、取引の実行及び管理を行っ

ている。

(5) 取引に係るリスク管理体制

当社のデリバティブ取引については、取引に係る

権限及び手続きを定めた社内管理規程を設けてお

り、規程に基づく決裁者の承認により取引が行われ

る。

通貨関連取引については、事業部及び財務グルー

プが取引の実行・管理を行い、定期的に担当役員に

報告している。

金利関連取引については、財務グループが取引の

実行・管理を行い、定期的に担当役員に報告してい

る。

商品関連取引については、事業部が取引の実行・

管理を行い、定期的に担当役員に報告している。

連結子会社についても、各社のデリバティブ取引

の管理基準等に基づき、取引の実行及び管理を行っ

ている。

(6) 取引の時価等に関する事項に係る補足説明

「取引の時価等に関する事項」における「契約額

等」は、デリバティブ取引における名目的な契約額

又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリ

バティブ取引に係る市場リスクや信用リスクの規模

を示すものではない。

(6) 取引の時価等に関する事項に係る補足説明

同左

２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

金利関連

前連結会計年度
(平成14年12月31日)

当連結会計年度
(平成15年12月31日)

区分 種類
契約額等

(百万円)

契約額等
のうち
１年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

契約額等

(百万円)

契約額等
のうち
１年超

(百万円)

時価

(百万円)

評価損益

(百万円)

金利スワップ取引
市場取引
以外の取引 支払固定・

受取変動
12,576 800 △223 △223 2,387 1,187 △40 △40

合計 ― ― ― △223 ― ― ― △40

(注) １　時価の算定方法

取引先金融機関から提示された価格によっている。

２　ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いている。
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

１　採用している退職給付制度の概要
当社及び連結子会社は、確定給付型の制度とし

て、適格退職年金制度、厚生年金基金制度及び退職
一時金制度を設けている。

１　採用している退職給付制度の概要
　　　当社及び一部の連結子会社は、適格退職年金制

度、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を廃止し
て、平成16年１月１日から確定給付企業年金制度
に移行し、また、あわせて確定拠出年金制度を採用
した。

　　　その他の一部の連結子会社は、確定給付型の制度
として、適格退職年金制度又は退職一時金制度を設
けている。

２　退職給付債務に関する事項(平成14年12月31日)
イ　退職給付債務　　　　　　　　　△119,588百万円

ロ　年金資産　　　　　　　　　　　　 45,450
ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ)　　  △74,138
ニ　会計基準変更時差異の
　　未処理額　　　　　　　　　　　　 43,395
ホ　未認識数理計算上の差異　　　　　 23,300
ヘ　連結貸借対照表計上額純額
　　(ハ＋ニ＋ホ)　　　　　　　　　　 △7,441
ト　前払年金費用　　　　　　　　　　　1,656
チ　退職給付引当金(ヘ－ト)　　　　　 △9,099

(注)　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用している。

２　退職給付債務に関する事項(平成15年12月31日)
イ　退職給付債務　　　　　　　　　△117,421百万円

ロ　年金資産　　　　　　　　　　　　 51,109
ハ　未積立退職給付債務(イ＋ロ)　　　△66,311
ニ　会計基準変更時差異の
　　未処理額　　　　　　　　　　　　 39,455
ホ　未認識数理計算上の差異　　　　　 28,784
ヘ　未認識過去勤務債務

（債務の減額）　　　　　　　　　△9,353
ト　連結貸借対照表計上額純額
　　(ハ＋ニ＋ホ＋ヘ)　　　　　　　　 △7,424
チ　前払年金費用　　　　　　　　　　　1,215
リ　退職給付引当金(ト－チ)　　　　　 △8,640

(注)１ 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に
あたり、簡便法を採用している。

　　２ 確定給付企業年金制度に移行した当社及び一
部の連結子会社については、移行後の退職給付
債務に基づき算出している。

３　退職給付費用に関する事項(平成14年１月１日から

平成14年12月31日まで)
３　退職給付費用に関する事項(平成15年１月１日から

平成15年12月31日まで)
イ　勤務費用　　　　　　　　　　　　　3,607百万円

ロ　利息費用　　　　　　　　　　　　　4,472
ハ　期待運用収益　　　　　　　　　　△2,034
ニ　会計基準変更時差異の
　　費用処理額　　　　　　　　　　　　3,598
ホ　数理計算上の差異の
　　費用処理額　　　　　　　　　　　　1,141
ヘ　退職給付費用
　　(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)　　　　　　 10,786

(注) １　厚生年金基金に対する従業員拠出額を勤務
費用から控除している。

２　簡便法を採用している連結子会社の退職給
付費用は、勤務費用に計上している。

３　上記退職給付費用以外に、早期退職に伴う
割増退職金等2,130百万円(構造改善費用等引
当金への繰入額25百万円を含む。)及び厚生年
金基金の代行部分の返上に伴う損失217百万
円を特別損失に計上している。

４　退職給付債務等の計算に関する事項

イ　退職給付見込額の
　　期間配分方法　　　　　　　　　　期間定額基準

ロ　割引率　　　　　　　　　　　　　主として3.0％
ハ　期待運用収益率　　　　　　　　　主として3.5％
ニ　数理計算上の差異の
　　処理年数　　　　　　　　　　　　主として12年
ホ　会計基準変更時差異の
　　処理年数　　　　　　　　　　　 主として15年

イ　勤務費用　　　　　　　　　　　　　3,344百万円
ロ　利息費用　　　　　　　　　　　　　3,485
ハ　期待運用収益　　　　　　　　　　△1,438
ニ　会計基準変更時差異の
　　費用処理額　　　　　　　　　　　　3,495
ホ　数理計算上の差異の
　　費用処理額　　　　　　　　　　　　2,191
ヘ　退職給付費用
　　(イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ)　　　　　　 11,079

(注) １　　　　　　　同左

２　　　　　　　同左

３　上記退職給付費用以外に、早期退職に伴う
割増退職金等2,426百万円(構造改善費用等引
当金への繰入額234百万円を含む。)　を特別
損失に計上している。

４　退職給付債務等の計算に関する事項

イ　退職給付見込額の
　　期間配分方法　　　　　　　　　　同左

ロ　割引率　　　　　　　　　　　　　主として2.5％
ハ　期待運用収益率　　　　　　　　　同左

ニ　数理計算上の差異の
　　処理年数　　　　　　　　　　　　同左

ホ　会計基準変更時差異の

　　処理年数　　　　　　　　　　　　同左
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成14年12月31日)

当連結会計年度
(平成15年12月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内

訳

(繰延税金資産)
繰越欠損金　　　　　　　　　　　　　　23,788百万円

有価証券評価減　　　　　　　　　　　　 7,593
構造改善費用等引当金　　　　　　　　　 3,446
退職給付引当金　　　　　　　　　　　　 2,914
その他有価証券評価差額金　　　　　　　 1,993
固定資産未実現利益　　　　　　　　　　 1,818
減価償却費　　　　　　　　　　　　　　 1,084
貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　 927
賞与引当金　　　　　　　　　　　　　　　 768
その他　　　　　　　　　　　　　　　　 2,507

繰延税金資産小計　　　　　　　　　46,841
評価性引当額　　　　　　　　　　　　△10,374

繰延税金資産合計　　　　　　　　　36,466

(繰延税金負債)
時価評価による簿価修正額　　　　　　 △7,167百万円

特別償却準備金　　　　　　　　　　　 △1,624
その他　　　　　　　　　　　　　　　 △1,472

繰延税金負債合計　　　　　　　　△10,263
繰延税金資産の純額　　　　　　　　26,203

(注)　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれている。

流動資産－繰延税金資産　　　　　 7,833百万円

固定資産－繰延税金資産　　　　　24,410

流動負債－その他の流動負債　　　　△46
固定負債－繰延税金負債　　　　 △5,994

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の原因別の内

訳

(繰延税金資産)
繰越欠損金　　　　　　　　　　　　　　23,445百万円

有価証券評価減　　　　　　　　　　　　 5,522
退職給付引当金　　　　　　　　　　　　 2,786
構造改善費用等引当金　　　　　　　　　 1,686
固定資産未実現利益　　　　　　　　　　 1,642
貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　 1,087
賞与引当金　　　　　　　　　　　　　　　 717
減価償却費　　　　　　　　　　　　　　　 610
役員退職慰労引当金　　　　　　　　　　　 352
その他　　　　　　　　　　　　　　　　 1,582

繰延税金資産小計　　　　　　　　　39,429
評価性引当額　　　　　　　　　　　　　△9,729

繰延税金資産合計　　　　　　　　　 29,701

(繰延税金負債)
時価評価による簿価修正額　　　　　　 △7,056百万円

特別償却準備金　　　　　　　　　　　 △1,794
その他有価証券評価差額金　　　　　　 △1,738
固定資産圧縮積立金　　　　　　　　　 △1,494
その他　　　　　　　　　　　　　　　　 △589

繰延税金負債合計　　　　　　　　△12,670
繰延税金資産の純額　　　　　　　　17,030

(注)　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれている。

流動資産－繰延税金資産　　　　　 6,718百万円

固定資産－繰延税金資産　　　　　16,668
流動負債－その他の流動負債　　　　 △3
固定負債－繰延税金負債　　　　 �6,353

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目の内訳

法定実効税率　　　　　　　　　　　　　　　　42.0％
(調整)

評価性引当額の見直しによる繰延税金
資産の増加　　　　　　　　　　　　　　　△30.9
受取配当金等永久に益金算入されない
もの　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △3.8
関係会社株式売却損益　　　　　　　　　　　 7.3
配当消去　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.7
連結調整勘定償却　　　　　　　　　　　　　 4.3
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.4
税効果会計適用後の法人税等の負担率　　　  26.0
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(税効果会計関係)

前連結会計年度
(平成14年12月31日)

当連結会計年度
(平成15年12月31日)

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延

税金負債の修正額　

地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9
号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴い、当

期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算（ただし、

平成17年1月1日以降開始事業年度（一部の連結子会社

については平成16年4月1日以降開始事業年度）に解消

が見込まれるものに限る。）に使用する法定実効税率

の見直しを行っている。

この税率変更により繰延税金資産の金額（繰延税金

負債を控除した金額）が560百万円減少し、法人税等

調整額が616百万円、その他有価証券評価差額金が56
百万円それぞれ増加している。

また、土地の再評価に伴い計上されている再評価に

係る繰延税金負債が763百万円減少し、土地再評価差

額金が763百万円増加している。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度(平成14年１月１日～平成14年12月31日)

石油化学

(百万円)

化学品

(百万円)

電子・
情報

(百万円)

無機材料

(百万円)

アルミニ
ウム他

(百万円)

計

(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結

(百万円)

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

227,752 68,530 75,247 56,877 245,609 674,017 ― 674,017

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,771 1,780 680 594 18,948 23,775 (23,775) ―

計 229,524 70,311 75,927 57,472 264,557 697,793 (23,775) 674,017

営業費用 219,569 64,631 69,738 56,102 251,663 661,705 (18,990) 642,715

営業利益 9,955 5,679 6,189 1,369 12,894 36,087 (4,784) 31,302

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 259,519 148,433 88,221 119,566 370,764 986,505 38 986,543

減価償却費 8,195 4,106 6,720 3,158 15,077 37,258 (302) 36,955

資本的支出 6,302 5,475 4,695 2,327 9,645 28,446 ― 28,446

(注) １　事業区分の方法

事業の区分は主として使用原料の共通性、製造方法、製品の類似性及び用途を考慮した上で区分してい

る。

２　各事業区分の主要製品、商品

主要製品・商品

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、酢酸ビニルモノマー、ア
クリロニトリル)、合成樹脂、合成樹脂加工製品

化学品
化学品(苛性ソーダ、塩素)、ガス(代替フロン、液安、窒素)、特殊化学品(アミノ
酸、農薬、分析機器及びカラム)、機能樹脂

電子・情報
ハードディスク、化合物半導体、レアアース、半導体向け特殊ガス、機能薬品、
電子関連産業向けアルミニウム加工品及びセラミックス材料、ファインカーボン

無機材料
セラミックス(水酸化アルミニウム、研削材、耐火材)、炭素(人造黒鉛電極)、金属
材料(フェロクロム)

アルミニウム他
アルミニウム地金、アルミニウム板、アルミニウム押出品、アルミニウム箔、
アルミニウム加工品、建材、エンジニアリングその他

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,858百万円であり、その主

なものは、特定のセグメントに属させられない研究開発費である。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は70,094百万円であり、その主なものは当社

の余資運用資金(現金・預金及び有価証券)及び長期投資資金(投資有価証券等)及び繰延税金資産である。
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当連結会計年度(平成15年１月１日～平成15年12月31日)

石油化学

(百万円)

化学品

(百万円)

電子・
情報

(百万円)

無機材料

(百万円)

アルミニ
ウム他

(百万円)

計

(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結

(百万円)

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

235,124 78,232 94,735 50,969 230,306 689,366 ― 689,366

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,506 780 432 137 17,506 20,360 (20,360) ―

計 236,630 79,011 95,167 51,106 247,812 709,726 (20,360) 689,366

営業費用 224,659 73,022 84,467 48,452 236,165 666,765 (15,945) 650,820

営業利益 11,971 5,989 10,700 2,654 11,647 42,962 (4,415) 38,546

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

資産 225,387 154,415 84,624 110,436 361,702 936,564 3,315 939,879

減価償却費 7,151 5,175 6,162 2,797 13,692 34,977     (434) 34,543

資本的支出 5,959 13,208 9,795 2,207 9,823 40,992     (144) 40,848

(注) １　事業区分の方法

事業の区分は主として使用原料の共通性、製造方法、製品の類似性及び用途を考慮した上で区分してい

る。

２　各事業区分の主要製品、商品

主要製品・商品

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、酢酸ビニルモノマー、酢
酸エチル)、合成樹脂、合成樹脂加工製品

化学品
化学品(苛性ソーダ、塩素、アクリロニトリル)、ガス(代替フロン、液化アンモニ
ア、窒素)、特殊化学品(アミノ酸、農薬、分析機器及びカラム)、機能樹脂

電子・情報
ハードディスク、化合物半導体、レアアース磁石合金、半導体向け特殊ガス、機
能薬品、電子関連産業向けセラミックス材料、ファインカーボン

無機材料 セラミックス(水酸化アルミニウム、研削材、耐火材)、炭素(人造黒鉛電極)

アルミニウム他
アルミニウム地金、アルミニウム板、アルミニウム箔、アルミニウム押出品、
アルミニウム加工品（鍛造品、感光ドラム、熱交換器、アルミニウム缶）、建
材、エンジニアリングその他

３　当期より一部の製品についてその所属する事業区分を石油化学から化学品に変更している。この変更に

より、売上高で石油化学で5,066百万円減少、化学品で5,066百万円増加している。なお営業利益に与え

る影響は軽微である。

４　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,727百万円であり、その主

なものは、特定のセグメントに属させられない研究開発費である。

５　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は72,566百万円であり、その主なものは当社

の余資運用資金(現金・預金及び有価証券)及び長期投資資金(投資有価証券等)及び繰延税金資産である。
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【所在地別セグメント情報】

前連結会計年度(平成14年１月１日～平成14年12月31日)

日本
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

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

608,433 65,584 674,017 ― 674,017

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

28,897 3,384 32,281 (32,281) ―

計 637,330 68,968 706,299 (32,281) 674,017

営業費用 602,984 67,153 670,137 (27,422) 642,715

営業利益 34,345 1,815 36,161 (4,858) 31,302

Ⅱ　資産 929,843 45,286 975,129 11,413 986,543

(注) １　国または地域の区分は、地理的近接度による。

２　日本以外の区分に属する主な地域

その他……北米、アジア、欧州

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,858百万円であり、その主

なものは、特定のセグメントに属させられない研究開発費である。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は70,094百万円であり、その主なものは当社

の余資運用資金(現金・預金及び有価証券)及び長期投資資金(投資有価証券等)及び繰延税金資産である。

当連結会計年度(平成15年１月１日～平成15年12月31日)

日本
(百万円)

その他
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

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

619,320 70,046 689,366 ― 689,366

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

18,637 3,349 21,986 (21,986) ―

計 637,957 73,394 711,352 (21,986) 689,366

営業費用 597,918 70,160 668,078 (17,258) 650,820

営業利益 40,040 3,234 43,274 (4,727) 38,546

Ⅱ　資産 877,921 48,013 925,933 13,945 939,879

(注) １　国または地域の区分は、地理的近接度による。

２　日本以外の区分に属する主な地域

その他……北米、アジア、欧州

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は4,727百万円であり、その主

なものは、特定のセグメントに属させられない研究開発費である。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は72,566百万円であり、その主なものは当社

の余資運用資金(現金・預金及び有価証券)及び長期投資資金(投資有価証券等)及び繰延税金資産である。
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【海外売上高】

前連結会計年度(平成14年１月１日～平成14年12月31日)

アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 81,550 57,939 139,489

Ⅱ　連結売上高(百万円) 674,017

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％) 12.0 8.5 20.6

当連結会計年度(平成15年１月１日～平成15年12月31日)

アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高(百万円) 114,943 52,191 167,134

Ⅱ　連結売上高(百万円) 689,366

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％) 16.7 7.6 24.2

(注) １　国又は地域の区分は、地理的近接度による。

２　各区分に属する主な国又は地域

(1) アジア……大韓民国、中華人民共和国、台湾、東南アジア

(2) その他……北米、欧州

３　海外売上高は、当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る。
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【関連当事者との取引】

前連結会計年度(自　平成14年１月１日　至　平成14年12月31日)

該当事項なし。

当連結会計年度(自　平成15年１月１日　至　平成15年12月31日)

該当事項なし。

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　131円92銭 １株当たり純資産額　　　　　　　　　　　145円96銭

１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　 11円44銭 １株当たり当期純利益　　　　　　　　　　　9円07銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　 11円42銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、調整計算の結果、１株当たりの当期純利益が希薄化
しなかったため、記載していない。

　当連結会計年度から「１株当たり当期純利益に関す
る会計基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当た
り当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会
計基準適用指針第４号）を適用している。なお、これ
による影響はない。

(注)　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前連結会計年度

(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

当期純利益(百万円) ― 10,317

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) ― 10,317

普通株式の期中平均株式数(株) ― 1,137,933,982

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―

（転換社債）
普通株式　27,301千株
額面　　　28,884百万円
これらの詳細について

は、「第４提出会社の状
況、１株式等の状況、
（２）新株予約権等の状
況」に記載の通りであ
る。
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(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

　　　　　　　　　　　　　　

１　新株予約権付社債の発行

当社は、平成16年３月４日開催の取締役会の決議

に基づいて、2009年満期ユーロ円建転換社債型新株

予約権付社債を発行した。

（１）社債の種類等

①種類　　　　　転換社債型新株予約権付社債

　　②発行価額　　　社債額面金額の100％
　　　　　　　　　　(各社債額面金額100万円)
　　③発行総額　　　230億円

　　④利率　　　　　利息を付さない。

　　⑤償還方法　　　額面金額の100％で償還する。

　　⑥償還期限　　　平成21年３月25日
（２）新株予約権の内容

①発行価額　　　無償とする。

②新株予約権の　社債の発行価額と同額とする。　

行使に際して

払込をなすべき額　　

　　③転換価額　　　305円
　　④行使期間　　　平成16年４月26日から平成21年
　　　　　　　　　　３月11日まで

（３）発行日

　　　　平成16年３月25日
（４）担保の内容

担保又は保証を付さない。

（５）資金の使途

　　　　債務の返済に充当する予定

２　株式交換による平成ポリマー株式会社の完全子会

社化

　　当社及び連結子会社である平成ポリマー株式会社

は、平成16年３月22日取締役会を開催し、株式交換

により当社が平成ポリマー株式会社を完全子会社化

することを決議した。

（１）目的

　　　　平成ポリマー株式会社の事業強化のため

（２）方法及び内容

①平成ポリマー株式会社の普通株式１株に対して

当社の普通株式0.41株を割当交付する。ただし、

当社が保有する平成ポリマー株式会社の普通株

式8,597,208株には割当交付を行わない。

②株式交換交付金の支払はない。

③株式交換による当社の資本金の増加はない。

④商法第358条の規定による「簡易株式交換」の手

続による。

（３）時期（予定）

①平成ポリマー株式会社株式交換承認定時株主総
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　会　　平成16年６月29日

前連結会計年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

　　　　　　　　　　　　　　

②平成ポリマー株式会社上場廃止

　　　平成16年７月28日
③株式交換の日

　　　平成16年８月３日　
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⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
利率
(％) 担保 償還期限

昭和電工㈱
第13回無担保
普通社債

平成10年
６月30日 8,500 8,500 1.9 ―

平成19年
６月30日

　　〃
第14回無担保
普通社債

平成10年
６月30日 3,500 3,500 2.3 ―

平成17年
６月30日

　　〃
第15回無担保
普通社債

平成13年
８月31日 10,000 10,000 ６ヵ月ユーロ円

TIBOR＋0.55 ―
平成17年
８月31日

　　〃
第16回無担保
普通社債

平成13年
９月28日 15,000 15,000 ６ヵ月円

TIBOR＋0.55 ―
平成18年
９月29日

　　〃
第17回無担保
普通社債

平成14年
２月７日

2,000 2,000 1.85 ―
平成17年
２月７日

    〃 第18回無担保
普通社債

平成15年
11月25日 � 3,000 ６ヵ月円

TIBOR＋1.05 ―
平成20年
11月25日

　　〃
第３回無担保
転換社債　　(注)２

平成２年
２月16日 28,884 28,884 1.7 ―

平成17年
６月30日

昭和高分子㈱
2006年満期ユーロ
円建転換社債　(注)
２

平成８年
11月１日

1,485 930 0.7 ―
平成18年
３月31日

合計 ― ― 69,369 71,814 ― ― ―

(注) １　連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次の通りである。

１年以内
(百万円)

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

― 44,384 15,930 8,500 3,000

２　転換社債の内容は、次の通りである。

銘柄 転換価格
転換により発行
すべき株式の内容

転換請求期間

第３回無担保転換社債 1,058.00円 普通株式
平成２年４月２日から
平成17年６月29日まで

2006年満期ユーロ円建転換社
債

720.00円 普通株式
平成８年11月８日から
平成18年３月24日まで

なお、2006年満期ユーロ円建転換社債の転換価格は、転換価格下方修正条項の適用に伴い、平成13年11
月19日から適用された調整後の転換価格である。
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【借入金等明細表】

区分
前期末残高

(百万円)
当期末残高

(百万円)
平均利率

(％) 返済期限

短期借入金 150,506 117,729 1.002 ―

１年以内に返済予定の長期借入金 160,971 73,830 1.786 ―

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く。) 200,282 264,015 1.580 　 平成17年1月

～平成28年4月

合計 511,759 455,574 ― ―

(注) １　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下の通り

である。

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金 86,523 83,507 66,312 21,617

２　平均利率は、当期末残高に対する加重平均利率を記載している。

(2) 【その他】

該当事項なし。
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２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

前事業年度
(平成14年12月31日)

当事業年度
(平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 7,295 9,057

２　受取手形 ※3,4 6,862 6,041

３　売掛金 ※３ 69,534 74,268

４　有価証券 2 3

５　製品・商品 18,628 14,533

６　半製品 4,784 3,795

７　原材料 5,191 4,010

８　仕掛品 4,710 4,592

９　貯蔵品 5,942 5,492

10　前渡金 1,837 1,297

11　前払費用 1,892 1,036

12　未収入金 ※３ 20,820 22,218

13　立替金 ※３ 9,008 9,406

14　繰延税金資産 5,913 5,651

15　その他 ※３ 6,666 5,887

16　貸倒引当金 △856 △910

流動資産合計 168,234 22.1 166,374 21.9

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産 �１

(1) 建物 106,216 106,834

減価償却累計額 52,189 54,027 54,695 52,139

(2) 構築物 39,202 39,647

減価償却累計額 23,606 15,595 24,369 15,278

(3) 機械装置 375,129 379,853

減価償却累計額 291,780 83,349 294,533 85,320

(4) 船舶 1,534 1,534

減価償却累計額 1,457 76 1,458 77

(5) 車両運搬具 1,225 1,217

減価償却累計額 1,057 168 1,076 141

(6) 工具器具備品 41,345 41,671

減価償却累計額 34,979 6,366 35,106 6,565

(7) 土地 254,829 258,538

(8) 建設仮勘定 5,794 3,298

有形固定資産合計 420,207 421,355
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前事業年度
(平成14年12月31日)

当事業年度
(平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

２　無形固定資産

(1) 営業権 37 10

(2) 特許権 0 623

(3) 借地権 7,219 7,219

(4) ソフトウェア 2,650 2,102

(5) その他 129 100

無形固定資産合計 10,037 10,055

３　投資その他の資産

(1) 投資有価証券 ※1,5 32,407 54,831

(2) 関係会社株式 91,390 78,996

(3) 出資金 113 103

(4) 関係会社出資金 1,593 3,222

(5) 長期貸付金 834 721

(6) 従業員長期貸付金 41 30

(7) 関係会社長期貸付金 �３ 8,267 167

(8) 破産債権、更生債権
その他これらに準ずる
債権

338 425

(9) 長期前払費用 6,460 5,619

(10) 繰延税金資産 21,458 14,588

(11) その他 2,784 4,167

(12) 貸倒引当金 △1,945 △1,808

投資その他の資産合計 163,743 161,062

固定資産合計 593,988 77.9 592,472 78.1

資産合計 762,223 100.0 758,847 100.0
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前事業年度
(平成14年12月31日)

当事業年度
(平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

１　支払手形 ※3,4 426 ―

２　買掛金 ※３ 73,033 73,543

３　短期借入金 ※1,3 73,972 68,544

４　１年以内返済予定の
長期借入金

※1,3 138,041 67,341

５　未払金 ※３ 12,229 11,634

６　未払法人税等 83 108

７　未払費用 ※３ 2,603 3,391

８　前受金 ※３ 135 219

９　預り金 ※３ 526 4,993

10　賞与引当金 894 809

11　構造改善費用等引当金 8,206 4,929

12　その他 1,471 3,259

流動負債合計 311,623 40.9 238,770 31.5

Ⅱ　固定負債

１　社債 39,000 42,000

２　転換社債 28,884 28,884

３　長期借入金 ※１ 173,232 231,398

４　関係会社長期借入金 ※３ 3,400 1,415

５　再評価に係る
繰延税金負債

24,660 23,889

６　退職給付引当金 5,757 5,710

７　その他 ※３ 8,511 9,350

固定負債合計 283,445 37.2 342,645 45.1

負債合計 595,069 78.1 581,415 76.6
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前事業年度
(平成14年12月31日)

当事業年度
(平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

(資本の部)

Ⅰ　資本金 ※２ 110,451 14.5 110,451 14.6

Ⅱ　資本剰余金

１　資本準備金 ※６ 8,174 8,174

　２　その他資本剰余金

自己株式処分差益 ― 0

資本剰余金合計 8,174 1.1 8,175 1.1

Ⅲ　利益剰余金

１　利益準備金 555 555

２　当期未処分利益 16,625 21,656

利益剰余金合計 17,180 2.2 22,211 2.9

Ⅳ　土地再評価差額金 34,055 4.5 34,806 4.6

Ⅴ　その他有価証券評価差額金 ※７ △2,691 △0.4 1,808 0.2

Ⅵ　自己株式 ※８ △15 △0.0 △20 △0.0

資本合計 167,154 21.9 177,432 23.4

負債資本合計 762,223 100.0 758,847 100.0
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② 【損益計算書】

前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％)

Ⅰ　売上高 ※１ 437,633 100.0 461,994 100.0

Ⅱ　売上原価

１　期首製品・商品たな卸高 ※２ 24,598 23,413

２　当期製品・商品購入高 ※１ 151,690 149,247

３　当期製品製造原価 222,122 242,130

４　他勘定より振替高 ※３ 41 86

合計 398,453 414,876

６　他勘定へ振替高 ※４ 643 639

７　期末製品・商品たな卸高 ※２ 23,413 374,395 85.5 18,328 395,909 85.7

売上総利益 63,237 14.5 66,085 14.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※5,6 44,534 10.2 43,174 9.3

営業利益 18,702 4.3 22,911 5.0

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 416 158

２　有価証券利息 4 1

３　受取配当金 ※１ 2,684 2,909

４　為替差益 441 237

５　賃貸収益 �１ 2,024 1,943

６　雑収入 1,003 6,574 1.5 1,004 6,252 1.3

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 7,984 7,715

２　社債利息 1,272 1,190

３　雑支出 5,899 15,157 3.5 7,290 16,195 3.5

経常利益 10,120 2.3 12,967 2.8
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前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 百分比
(％) 金額(百万円) 百分比

(％)

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※７ 7 2

２　投資有価証券売却益 686 775

３　関係会社株式売却益 17,217 3

４　資源リサイクル設備
補助金

― 3,737

５　その他の特別利益 1,807 19,719 4.5 356 4,873 1.1

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損
及び売却損

※８ 2,019 1,555

２　投資有価証券評価損 4,272 71

３　特別退職金 747 1,823

４　構造改善費用等
引当金繰入額

2,290 3,197

５　その他の特別損失 1,883 11,212 2.5 2,183 8,830 1.9

税引前当期純利益 18,627 4.3 9,010 2.0

法人税、住民税
及び事業税

70 58

法人税等調整額 779 849 0.2 3,932 3,990 0.9

当期純利益 17,777 4.1 5,020 1.1

前期繰越利益 ― 16,625

土地再評価差額金取崩額 △1,180 11

合併による未処分利益金
受入額

27 ―

当期未処分利益 16,625 21,656
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製造原価明細書

前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 構成比
(％) 金額(百万円) 構成比

(％)

材料費 132,407 59.7 161,667 66.8

労務費 31,285 14.1 30,650 12.7

経費

減価償却費 17,838 17,160

修繕費 7,892 7,731

外注作業費 9,489 9,691

電力料 6,264 7,320

その他 32,500 21,053

計 73,985 33.4 62,954 26.0

控除項目並びに他勘定振替高 ※ △15,876 △7.2 △13,261 △5.5

当期総製造費用 221,803 100.0 242,011 100.0

期首仕掛品たな卸高 5,029 4,710

合計 226,832 246,721

期末仕掛品たな卸高 4,710 4,592

当期製品製造原価 222,122 242,130

(注) １　原価計算の方法

当社の原価計算は、要素別、部門別及び製品別に計算を行い、製品別計算は主として単純総合原価計

算、工程別総合原価計算、組別総合原価計算を行い、一部個別原価計算を行っている。

２

摘要
前事業年度

(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

※　控除項目並びに他勘

定振替高

アルミニウム屑売却、設備使用料等

並びに貯蔵品への振替高等である。

同左
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③ 【利益処分計算書】

前事業年度
(平成15年３月28日)

当事業年度
(平成16年３月30日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円)

(当期未処分利益の処分)

Ⅰ　当期未処分利益 16,625 21,656

Ⅱ　利益処分額

　１　利益準備金 ― 230

　２　配当金 ― 2,276

　３　任意積立金

　　(1)固定資産圧縮積立金 ― 2,124

　　(2)特別償却準備金 ― ― 478 5,108

Ⅲ　次期繰越利益 16,625 16,549

(その他資本剰余金の処分)

Ⅰ　その他資本剰余金

　　　自己株式処分差益 ― ― 0 0

Ⅱ　その他資本剰余金処分額 ― ― ― ―

Ⅲ　その他資本剰余金次期
繰越額

　　　自己株式処分差益 ― ― 0 0

(注)　日付は株主総会承認年月日である。
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重要な会計方針

前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

１　有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法

子会社株式及び関連会社株式

………………………移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの……決算期末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……移動平均法に基づく原価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……同左

子会社株式及び関連会社株式

………………………同左

その他有価証券

時価のあるもの……同左

時価のないもの……同左

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、商品、半製品、仕掛品

………………………総平均法に基づく原価法

原材料、貯蔵品………　　　　　〃

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品、商品、半製品、仕掛品

………………………同左

原材料、貯蔵品……… 〃
４　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…………主として法人税法の規定によ

る定額法

一部(横浜事業所等)について

は定率法によっている。

４　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産…………主として定額法

一部(横浜事業所等)について

は定率法によっている。

無形固定資産…………法人税法の規定による定額法

但し、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっている。

無形固定資産…………定額法

　　　　　　　　　　但し、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっている。

長期前払費用…………法人税法の規定による定額法 長期前払費用…………定額法

５　繰延資産の処理方法

開発費…………………支出時に全額費用として処理

している。

５　繰延資産の処理方法

開発費…………………同左

社債発行費……………支出時に全額費用として処理

している。

社債発行費……………同左

６　引当金の計上基準

貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に備

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勘

案し、回収不能見込額を計上

している。

６　引当金の計上基準

貸倒引当金……………同左

賞与引当金……………従業員に支給する賞与に充て

るため、支給見込額に基づ

き、当期に負担すべき額を計

上している。

賞与引当金……………同左
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前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

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

基づき計上している。

なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分

額を費用処理している。

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(12年)
による定額法により翌事業年

度から費用処理することとし

ている。

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

基づき計上している。

　　　　　　　　　　なお、会計基準変更時差異に

ついては、15年による按分

額を費用処理している。

　　　　　　　　　　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(12年)によ

る定額法により費用処理して

いる。

　　　　　　　　　　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(12年)
による定額法により翌期から

費用処理している。

構造改善費用等引当金

………………………当社の構造改善に伴い発生す

る費用及び損失に備えるた

め、その発生の見込額を計上

している。

構造改善費用等引当金

………………………同左

７　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。

７　リース取引の処理方法

同左

８　ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法……繰延ヘッジ処理を採用してい

る。なお、振当処理の要件を

満たす為替予約には振当処理

を、特例処理の要件を満たす

金利スワップ等については特

例処理を採用している。

８　ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法……同左

ヘッジ手段とヘッジ対象

　　ヘッジ手段　　　　　ヘッジ対象

　　為替予約　　　　　　外貨建債権債務取引

　　金利スワップ　　　　資金調達に伴う金利取引

　　商品先渡取引　　　　アルミニウム地金の売買取引

ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ方針……………デリバティブ取引を債権債務

の範囲内かつリスクのヘッジ

目的で行うことを基本方針と

しており、投機目的のために

はデリバティブ取引を利用し

ない方針である。

ヘッジ方針……………同左
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前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

ヘッジ有効性の評価方法

………………………ヘッジ手段の変動額の累計額

とヘッジ対象の変動額の累計

額を比較して有効性の判定を

行っている。

ヘッジ有効性の評価方法

………………………同左

９　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

税抜方式によっている。

９　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

同左

１株当たり情報

　当期から「１株当たり当期純利益に関する会計

基準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり

当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企会

計基準適用指針第４号）を適用している。なお、

これによる影響はない。

(追加情報)

前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

１　金融商品会計

当期から、その他有価証券のうち時価のあるもの

の評価の方法について、金融商品に係る会計基準

(「金融商品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11年１月22日))を適用

し決算期末日の市場価格等に基づく時価法を採用し

ている。これにより、その他有価証券評価差額金が

△2,691百万円計上されている。

　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

２　未払従業員賞与

前期まで「未払費用」に計上していた未払従業員

賞与のうち賞与支給額が確定していない部分(前期

末金額 1,603百万円)については、「未払従業員賞

与の財務諸表における表示科目について」(日本公

認会計士協会リサーチセンター審理情報No.15 平
成13年２月14日)が公表されたことにより、当期か

ら「賞与引当金」として掲記している。

３　厚生年金の代行部分の返上

厚生年金基金の代行部分について、平成14年４

月23日厚生労働大臣から将来支給義務免除の認可

を受けたことから、「退職給付会計に関する実務指

針(中間報告)」(日本公認会計士協会会計制度委員会

報告第13号)第47－２項に定める経過措置を適用

し、当該認可の日において代行部分に係る退職給付

債務及び返還相当額の年金資産を消滅したものとみ

なして会計処理している。

なお、当期末における返還相当額は、21,044百万

円である。
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前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

４　貸借対照表の資本の部

当期より、「財務諸表等の用語、様式及び作成方

法に関する規則の一部を改正する内閣府令」(平成

14年３月26日内閣府令第９号)を附則第２項ただし

書きに基づき早期適用し、資本の部の各科目を改正

後の財務諸表等規則に従い記載している。
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注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成14年12月31日)

当事業年度
(平成15年12月31日)

(※１～※８については貸借対照表該当箇所参照)
注１※１　このうち借入金等の担保に供しているのは次

の通りである。なお、工場財団は一部の事業所

の有形固定資産で組成されている。

　　担保提供資産　　　金額　　　　債務の内容
　　　　　　　　　　(百万円)　　　 (百万円)
*1 工場財団　　　　189,219　*2 長期借入金　87,872

土地　　　　　　 19,552
建物　　　　　　　8,322
構築物　　　　　　　240

　　計　　　　　　　217,335　　　　　　　　 87,872
＊１　子会社(ショウワ・アルミナム・マレーシア

SDN.BHD)の長期借入金14,280千米ドルに対

する担保提供資産を含んでいる。

＊２　１年以内返済予定額を含む。

上記のほか、子会社の金融機関からの借入金

7,297千米ドルの担保として投資有価証券1,604
百万円を差し入れている。

(※１～※８については貸借対照表該当箇所参照)
注１※１　このうち借入金等の担保に供しているのは次

の通りである。なお、工場財団は一部の事業所

の有形固定資産で組成されている。

　　担保提供資産　 金額　　　　　債務の内容
　　　　　　　　　(百万円) 　　　　(百万円)
*1 工場財団       184,276   *2 長期借入金   86,040

土地             24,004      短期借入金     500
建物              9,961
構築物             232

     計            218,473                    86,540
＊ １ 　 子 会 社 ( 昭 和 電 工 Ｈ Ｄ マ レ ー シ ア

SDN.BHD：旧社名ショウワ・アルミナム・マ

レーシアSDN.BHD)の長期借入金10,710千米

ドルに対する担保提供資産を含んでいる。

＊２　１年以内返済予定額を含む。

上記のほか、子会社の金融機関からの借入金

20,473千米ドルの担保として投資有価証券

6,089百万円を差し入れている。

※２　会社が発行する株式の総数は3,300,000,000
株である。ただし、定款の定めにより、株式の

消却が行われた場合には、これに相当する株式

数を減ずることとなっている。発行済株式総数

は普通株式1,138,100,738株である。

※２　会社が発行する株式の総数は普通株式

3,300,000,000株である。ただし、定款の定め

により、株式の消却が行われた場合には、これ

に相当する株式数を減ずることとなっている。

発行済株式総数は普通株式1,138,100,738株で

ある。

※３　関係会社に対する主な資産及び負債は、次の

通りである。

資産

受取手形及び売掛金                     17,455百万円
未収入金                                18,974
長期及び短期貸付金                     10,461
立替金                                   8,868

負債

支払手形及び買掛金                     18,748
長期及び短期借入金                     21,837

※３　関係会社に対する主な資産及び負債は、次の

通りである。

資産

受取手形及び売掛金                     28,540百万円
未収入金                                16,728
立替金                                    9,304

負債

買掛金                                  21,635
長期及び短期借入金                     20,607
その他                                   7,905

※４　決算期末日満期手形の会計処理は次の通りで

ある。

当事業年度末日は、銀行休業日であったが、

満期日に決済が行われたものとして処理してい

る。

なお、当事業年度末日の満期手形は次の通り

である。

受取手形                                    13百万円
支払手形                                   588百万円

※４　決算期末日満期手形の会計処理は次の通りで

ある。

当事業年度末日は、銀行休業日であったが、

満期日に決済が行われたものとして処理してい

る。

なお、当事業年度末日の満期手形は次の通り

である。

受取手形                                   378百万円
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前事業年度
(平成14年12月31日)

当事業年度
(平成15年12月31日)

※５　このうち、有価証券消費貸借契約に基づく貸

付が3,691百万円含まれている。

※５　このうち、有価証券消費貸借契約に基づく貸

付が5,581百万円含まれている。

※６　平成14年３月28日開催の定時株主総会にお

いて、下記の欠損てん補を行っている。
資本準備金                             38,642百万円

※６　平成14年３月28日開催の定時株主総会にお

いて、下記の欠損てん補を行っている。
資本準備金                              38,642百万円

―――――― ※７　有価証券の時価評価により、純資産額が

1,808百万円増加している。なお、当該金額は

商法施行規則第124条第３号の規定により、配

当に充当することが制限されている。

※８　自己株式の保有数は下記の通りである。
普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　　98,000株

※８　自己株式の保有数は下記の通りである。
普通株式　　　　　　　　　　　　　　　　115,389株

注２　偶発債務

①　保証債務
　　　　　保証先　　　　　　　保証金額　　保証内容

　　　　　　　　(百万円)
日本アサハンアルミニウム㈱　　17,393 *1　　銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借入金
日本ポリオレフィン㈱　　　　　14,476　　　銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借入金
ショウワ・アルミナム・　　　　　　         銀行
マレーシアSDN.BHD            3,027*2 　 借入金
昭和アルミエクステリア㈱        1,400       銀行
                                              借入金
PT.ショウワ・エステリンド・　　　　　　　　銀行
インドネシア　　　　　　　　　1,163 *2 　　借入金
従業員　　　　　　　　　　　　1,093 *3　　 従業員
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住宅融資
ショウワ・アルミニウム・　　　　　　　　　 銀行
チェコS.R.O　　　　　　　　　　813 *2　　借入金
ショウワ・アルミナム・マニュ　　　　　　　銀行
ファクチャリング・フィリピン　　603 *2　　借入金
日本アマゾンアルミニウム㈱　　　550 *2　　銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借入金
昭和電工研装㈱　　　　　　　　　460　　　関係会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借入金
ハイモールド・プライベート・　　　　　　　銀行
リミテッド　　　　　　　　　　　345 *2　　借入金
昭和アルミ加工㈱　　　　　　　　200　　　 銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借入金
ショウティック・エウロパ・
インドゥストリア・デ・　　　　　　　　　　銀行
アルミニオ・リミターダ　　　　　187 *2　　借入金
PT.ショウワ・アルミナム・　　　　　　　　 銀行
インドネシア　　　　　　　　　　150　　　借入金
ショウワ・アルミナム・コーポ　　　　　　　銀行
レーション・オブ・アメリカ　　　119 *2　　借入金
ショウワ・アルミナム・タイラ　　　　　　　 銀行
ンド・カンパニー・リミテッド　　110 *2　　借入金

その他　　　　　　　　　　　　　147　　　 銀行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　借入金等

計　　　　　　42,242

＊１　当社の負担額は13,045百万円である。

＊２　外貨による保証債務13,055千米ドル他が含ま

れている。

＊３　当社負担額は997百万円である。

注２　偶発債務

①　保証債務
　　　　  保証先　　         保証金額　　　保証内容

             (百万円)
日本アサハンアルミニウム㈱ 15,446 *1       銀行
                                             借入金
日本ポリエチレン㈱           2,455         銀行
                                             借入金
昭和電工ＨＤマレーシア       1,957 *2      銀行
SDN.BHD                          *4      借入金
PT.ショウワ・エステリンド・                銀行
インドネシア                  1,173 *4      借入金
昭和電工ＨＤシンガポール・プ               銀行
ライベイト・リミテッド       1,101 *4      借入金
従業員                          831 *3      従業員
                                             住宅融資
昭和アルミビューテック㈱       700         銀行
                                             借入金
ショウワ・アルミニウム・                   銀行
チェコS.R.O                     535 *4     借入金
ショウワ・アルミナム・マニュ               銀行
ファクチャリング・フィリピン   489 *4     借入金
昭和電工研装㈱                  390        関係会社
                                            借入金
日本アマゾンアルミニウム㈱     295 *4     銀行
                                            借入金
東洋ハイモールド・インターナ               銀行
ショナル・プライベイト・リミテッド264 *4  借入金
昭和アルミ加工㈱                200       関係会社
                                            借入金
PT.ショウワ・アルミナム・                 銀行
インドネシア                    130       借入金
その他                            46       銀行
                                           借入金等

計           26,012

＊１　当社の負担額は11,585百万円である。

＊ ２　ショウワ・アルミナム・マレーシアSDN. 
       BHDは平成15年１月１日付けで昭和電工Ｈ

      ＤマレーシアSDN.BHDへ商号変更した。

＊３　当社負担額は744百万円である。

＊４　外貨による保証債務23,575千米ドル他が含ま

れている。
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前事業年度
(平成14年12月31日)

当事業年度
(平成15年12月31日)

②　保証予約

      対象会社            対象金額        対象債務
                            (百万円)        の内容
昭和電工パッケージング㈱   1,400         銀行
                                           借入金
周南電工㈱                  1,127         銀行
                                           借入金
ショウティック・エウロパ・
インドゥストリア・デ・                    銀行
アルミニオ・リミターダ       262 *        借入金
大伸金属㈱                    231         仕入債務
㈱ハイモールド                200         銀行
                                           借入金

計       3,221

＊　外貨による保証予約2,094千ユーロである。

②　保証予約

      対象会社          対象金額          対象債務
                         (百万円)           の内容
昭和電工パッケージング㈱ 1,358           銀行
                                           借入金
ショウティック・エウロパ・
インドゥストリア・デ・                   銀行
アルミニオ・リミターダ     173 *        借入金
昭和電工アルミ販売㈱        77          仕入債務

計  1,608

＊　外貨による保証予約1,297千ユーロである。

③　経営指導念書

      対象会社            対象金額         対象債務
                           (百万円)          の内容
昭和電工パッケージング㈱     350          銀行
                                             借入金

計         350

　

③　経営指導念書

     対象会社           対象金額          対象債務
                         (百万円)           の内容
昭和電工パッケージング㈱  350           銀行
                                          借入金
ショウワ・アルミナム・タイラ            銀行
ンド・カンパニー・リミテッド217 *       借入金
ショウワ・アルミナム・コーポ            銀行
レーション・オブ・アメリカ   107 *      借入金

計         674

＊　外貨による経営指導念書80,000千タイバーツ他

を含んでいる。

注３　土地の再評価

「土地の再評価に関する法律(平成10年３月31
日公布法律第34号)」に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に、これを控除した残額を「土地再評価差額金」

として資本の部に計上している。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年
３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める、地価税評価額に合理的な調整を行っ

て算定する方法により算出

再評価を行った年月日              平成12年12月31日
                                    平成13年３月30日
                                    平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額　19,082百万

円

注３　土地の再評価

「土地の再評価に関する法律(平成10年３月31
日公布法律第34号)」に基づき、事業用の土地の

再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を

「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部

に、これを控除した残額を「土地再評価差額金」

として資本の部に計上している。

再評価の方法

土地の再評価に関する法律施行令(平成10年
３月31日公布政令第119号)第２条第４号に

定める、地価税評価額に合理的な調整を行っ

て算定する方法により算出

再評価を行った年月日              平成12年12月31日
                                   平成13年３月30日
                                  平成14年３月31日

再評価を行った土地の当期末における時価と

再評価後の帳簿価額との差額　32,707百万

円

注４　手形債権の流動化

受取手形の譲渡代金17,680百万円を未収入金

に計上している。

注４　手形債権の流動化

受取手形の譲渡代金14,883百万円を未収入金

に計上している。

注５　厚生年金基金の代行部分の返上

当期末における返還相当額は、20,645百万円

である。
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

(※１～※８については損益計算書該当箇所参照)
※１　関係会社に関する事項

関係会社よりの製品・商品購入高        95,089百万円
関係会社よりの受取配当金                2,293
関係会社よりの賃貸収益                  1,553

(※１～※８については損益計算書該当箇所参照)
※１　関係会社に関する事項

関係会社に対する売上高                116,031百万円
関係会社よりの製品・商品購入高       107,456
関係会社よりの受取配当金                2,418
関係会社よりの賃貸収益                  1,183
　

※２　期首期末の製品・商品たな卸高は製品・商品及び

半製品の合計である。

※２　  同左

※３　他勘定より振替高の内訳

調査研究費等                                41百万円

　

※３　他勘定より振替高の内訳

調査研究費等                                86百万円

　

※４　他勘定へ振替高の内訳

販売費等                                   643百万円

　

※４　他勘定へ振替高の内訳

販売費等                                   639百万円

　

※５　販売費に属する費用の割合はおよそ８割であり、

一般管理費に属する費用はおよそ２割である。

主要な費目及び金額は、次の通りである。

輸送費                                  12,746百万円
販売手数料                               3,587
販売雑費                                 1,863
給料手当                                 8,983
支払手数料                               4,573
調査研究費                               2,328
減価償却費                               2,557

　

※５　販売費に属する費用の割合はおよそ７割であり、

一般管理費に属する費用はおよそ３割である。

主要な費目及び金額は、次の通りである。

輸送費                                  12,620百万円
販売手数料                               3,584
販売雑費                                 1,844
給料手当                                 8,856
支払手数料                               4,053
調査研究費                               2,648
減価償却費                               2,249

　

※６　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費は9,351百万円

である。

※６　研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費は9,793百万円

である。

※７　固定資産売却益の内訳

土地                                          7百万円

※７　固定資産売却益の内訳

土地                                          2百万円

　

※８　固定資産除却損及び売却損の内訳

固定資産除却損                           1,434百万円
内訳　機械装置                           730

建物                               465
その他                             237

固定資産売却損                             584
内訳　土地                               573

その他                              11
計                                      2,019

※８　固定資産除却損及び売却損の内訳

固定資産除却損                           1,252百万円
内訳　機械装置                           674

建物                               170
その他                             408

固定資産売却損                             303
内訳　土地                               277

その他                              27
計                                      1,555
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(リース取引関係)

前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

１　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

(財務諸表等規則第8条の6第6項に規定する重要性の

乏しいリース取引は下記の数値に含めていない。)
(１)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

１　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

(財務諸表等規則第8条の6第6項に規定する重要性の

乏しいリース取引は下記の数値に含めていない。)
(１)リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

                取得価額     減価償却累     期末残高
                 相当額      計額相当額      相当額
                (百万円)       (百万円)       (百万円)
機械装置        6,534          4,360         2,173
工具器具備品      311           237            74
車両運搬具        163           135            28
合計             7,009          4,733         2,276

(注)　取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により算定している。

              取得価額      減価償却累      期末残高
               相当額       計額相当額       相当額
              (百万円)         (百万円)       (百万円)
機械装置        5,602          4,135         1,467
工具器具備品      599           300           299
車両運搬具他      136           105            31
合計             6,337          4,540         1,797

(注)　　　　　　　　 同左

(２)未経過リース料期末残高相当額

１年内                                     886百万円
１年超                                   1,389
合計                                     2,276

(注)　未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定している。

(２)未経過リース料期末残高相当額

１年内                                     736百万円
１年超                                   1,061
合計                                     1,797

(注)　　　　　　　　 同左

(３)支払リース料及び減価償却費相当額

① 支払リース料                       1,033百万円
② 減価償却費相当額                   1,033

(３)支払リース料及び減価償却費相当額

① 支払リース料                         925百万円
② 減価償却費相当額                     925
　

(４)減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。

２　オペレーティング・リース取引

(借主側) 
                                       
         

(貸主側) 
                                       

(４)減価償却費相当額の算定方法

同左

２　オペレーティング・リース取引

(借主側) 未経過リース料

１年内                                   1,681百万円
１年超                                   3,741
合計                                     5,422

(貸主側) 未経過リース料

１年内                                   1,681百万円
１年超                                   3,741
合計                                     5,422
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(有価証券関係)

前事業年度末(平成14年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

子会社株式 12,417 11,158 △1,258

関連会社株式 1,180 1,374 194

合計 13,597 12,533 △1,063

当事業年度末(平成15年12月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

子会社株式 12,417 12,681 264

関連会社株式 1,180 1,550 370

合計 13,597 14,231 634
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(税効果会計関係)

前事業年度
(平成14年12月31日)

当事業年度
(平成15年12月31日)

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

(繰延税金資産)
繰越欠損金                              15,048百万円

有価証券評価減                           6,770
構造改善費用等引当金                    3,446
その他有価証券評価差額金                1,948
退職給付引当金                           1,736
貸倒引当金                                 893
賞与引当金                                 375
その他                                    1,384

繰延税金資産小計                   31,603
評価性引当額                           △4,232

繰延税金資産合計                   27,371

(繰延税金負債)
繰延税金負債合計                           ― 百万円

繰延税金資産の純額                 27,371

　

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の内訳

(繰延税金資産)
繰越欠損金                              16,245百万円

有価証券評価減                           4,927
構造改善費用等引当金                     2,070
退職給付引当金                           1,889
貸倒引当金                                 856
賞与引当金                                 340
その他                                     848

繰延税金資産小計                   27,174
評価性引当額                           △3,909

繰延税金資産合計                   23,265

 (繰延税金負債)
固定資産圧縮積立金　　　　　　　　　 △1,458
その他有価証券評価差額金              △1,241
特別償却準備金                          △328

繰延税金負債小計                  △3,026
繰延税金資産の純額                 20,239

　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目の内訳

法定実効税率                                  42.0％
(調整)

評価性引当額の見直しによる
繰延税金資産の増加                       △35.0
受取配当金等永久に益金算入されない
もの                                       △3.4
交際費等永久に損金算入されないもの　　　　0.7
法人住民税均等割額　　　　　　　　　　　　0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率　　　　4.6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目の内訳

法定実効税率                                  42.0％
(調整)

外形標準課税による法定実効税率の変更       5.6
交際費等永久に損金不算入のもの             1.5
法人住民税均等割額                          0.7

　評価性引当額増減　　　　　　　　　　　　△2.2
　受取配当金等永久に益金不算入のもの　　　△3.9

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　△0.5
税効果会計適用後の法人税等の負担率　　　 44.3

３　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延

税金負債の修正額

地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律

第9号）が平成15年3月31日に公布されたことに伴

い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算

（ただし、平成17年1月1日以降開始事業年度に解消

が見込まれるものに限る。）に使用した法定実効税

率は、42.0％から40.7％に変更している。

この税率変更により繰延税金資産の金額（繰延税

金負債を控除した金額）が466百万円減少し、法人

税等調整額が506百万円、その他有価証券評価差額

金が40百万円それぞれ増加している。

また、土地の再評価に伴い計上されている再評価

に係る繰延税金負債が762百万円減少し、土地再評

価差額金が762百万円増加している。
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(１株当たり情報)

前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　146円88銭 １株当たり純資産額　　　　　　　　　　　155円92銭

１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　 15円62銭 １株当たり当期純利益                        4円41銭

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益                       15円48銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、調整計算の結果、１株当たりの当期純利益が希薄化
しなかったため、記載していない。

当期から「１株当たり当期純利益に関する会計基
準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純
利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第４号）を適用している。なお、これによる影
響はない。

(注)　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

項目
前事業年度

(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

当期純利益(百万円) ― 5,020

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(百万円) ― 5,020

普通株式の期中平均株式数(株) ― 1,137,995,355

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

―

（転換社債）
普通株式　27,301千株
額面　　　28,884百万円
これらの詳細について

は、「第４提出会社の状
況、１株式等の状況、
（２）新株予約権等の状
況」に記載の通りであ
る。
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

　　　　　　　　　　　　　　

１　新株予約権付社債の発行

当社は、平成16年３月４日開催の取締役会の決議

に基づいて、2009年満期ユーロ円建転換社債型新株

予約権付社債を発行した。

（１）社債の種類等

①種類　　　　　転換社債型新株予約権付社債

　　②発行価額　　　社債額面金額の100％
　　　　　　　　　　(各社債額面金額100万円)
　　③発行総額　　　230億円

　　④利率　　　　　利息を付さない。

　　⑤償還方法　　　額面金額の100％で償還する。

　　⑥償還期限　　　平成21年３月25日
（２）新株予約権の内容

①発行価額　　　無償とする。

②新株予約権の　社債の発行価額と同額とする。　

行使に際して

払込をなすべ

き額　　

　　③転換価額　　　305円
　　④行使期間　　　平成16年４月26日から平成21年
　　　　　　　　　　３月11日まで

（３）発行日

　　　　平成16年３月25日
（４）担保の内容

担保又は保証を付さない。

（５）資金の使途

　　　　債務の返済に充当する予定

２　株式交換による平成ポリマー株式会社の完全子会

社化

　　当社及び連結子会社である平成ポリマー株式会社

は、平成16年３月22日取締役会を開催し、株式交換

により当社が平成ポリマー株式会社を完全子会社化

することを決議した。

（１）目的

　　　　平成ポリマー株式会社の事業強化のため

（２）方法及び内容

①平成ポリマー株式会社の普通株式１株に対して

当社の普通株式0.41株を割当交付する。ただし、

当社が保有する平成ポリマー株式会社の普通株

式8,597,208株には割当交付を行わない。

②株式交換交付金の支払はない。

③株式交換による当社の資本金の増加はない。

④商法第358条の規定による「簡易株式交換」の手

続による。

（３）時期（予定）

①平成ポリマー株式会社株式交換承認定時株主総
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　会　　平成16年６月29日

前事業年度
(自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日)

当事業年度
(自　平成15年１月１日
至　平成15年12月31日)

　　　　　　　　　　　　　　

②平成ポリマー株式会社上場廃止

　　　平成16年７月28日
③株式交換の日

　　　平成16年８月３日　



④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数

（株）

貸借対照表計上額

（百万円）

古河スカイ㈱

本田技研工業㈱

㈱みずほフィナンシャルグループ

Ｃ．Ｖ．Ｇ．インダストリア・ベネソラ

ーナ・デ・アルミニオ・セ・ア

太陽生命保険㈱

アサヒビール㈱

九州石油㈱

日本アサハンアルミニウム㈱

日本アマゾンアルミニウム㈱

みずほ信託銀行㈱

その他株式（２０１銘柄）

11,175,000

1,527,000

14,438

4,701,760

18,855

2,680,000

12,600,000

14,997,750

3,685,500

6,086,760

22,151,855

11,175

7,269

6,717

4,533

3,243

2,618

2,131

1,995

1,715

1,132

11,167

投資有価

証券

その他

有価証券

小計 79,638,918 53,695

計 79,638,918 53,695



【債券】

銘柄 券面総額

（百万円）

貸借対照表計上額

（百万円）

千葉県債 3 3有価証券 満期保有

目的の債券 小計 3 3

千葉県債         21 21満期保有

目的の債券 小計         21 21

大分県債        115        　115

投資有価

証券

その他

有価証券 小計        115      　 115

計        139   　    139
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【その他】

種類及び銘柄 投資口数等

（口）

貸借対照表計上額

（百万円）

（優先出資証券）

ミズホ・プリファード・キャピタル（ケ

イマン）２リミテッド

          

      10 1,000

投資有価

証券

その他

有価証券

小計         － 1,000

計 　　　　－ 1,000
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高

(百万円)
当期増加額

(百万円)
当期減少額

(百万円)
当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)
摘要

有形固定資産

　建物 106,216 1,184 567 106,834 54,695 2,869 52,139

　構築物 39,202 997 553 39,647 24,369 1,053 15,278

　機械装置 375,129 19,114 14,390 379,853 294,533 13,840 85,320 注1,2

　船舶 1,534 ― ― 1,534 1,458 ― 77

　車両運搬具 1,225 26 36 1,217 1,076 49 141

　工具器具備品 41,345 3,926 3,601 41,671 35,106 2,677 6,565

　土地 254,829 4,268 559 258,538 ― ― 258,538

　建設仮勘定 5,794 27,379 29,876 3,298 ― ― 3,298

有形固定資産計 825,277 56,895 49,581 832,592 411,238 20,487 421,355

無形固定資産

　営業権 138 ― ― 138 128 28 10

　特許権 8 650 ― 658 35 27 623

　借地権 7,219 ― ― 7,219 ― ― 7,219

　ソフトウェア 5,041 377 9 5,410 3,308 924 2,102

　その他 762 ― 23 740 640 6 100

無形固定資産計 13,170 1,027 33 14,166 4,111 985 10,055

長期前払費用 10,411 1,958 2,555 9,814 4,195 2,044 5,619

(注)　主な増減の内訳

１．当期増加額の主要な内容

　　　　　　川崎事業所　容器リサイクル法プラスチックガス化設備

　　　　　　秩父事業所　化合物半導体製造設備

　　　 ２．当期減少額の主要な内容

　　　　　　堺事業所　　押出品製造設備

　　　　　　小山事業所　熱交換器製造設備

　　　　　　秩父事業所　化合物半導体製造設備
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【資本金等明細表】

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

資本金 (百万円) 110,451 ― ― 110,451

普通株式　　　(注) (株) (1,138,100,738) (       ―) (　　　　―) (1,138,100,738)

普通株式　　　 (百万円) 110,451 ― ― 110,451

計 (株) (1,138,100,738) (　　　　―) (　　　　―) (1,138,100,738)

資本金のうち
既発行株式

計 (百万円) 110,451 ― ― 110,451

(資本準備金)
株式払込剰余金

(百万円) 8,001 ― ― 8,001

株式交換差益 (百万円) 51 ― ― 51

合併差益 (百万円) 121 ― ― 121

(その他資本剰余金)
自己株式処分差益

(百万円) ― 0 ― 0

資本準備金及び
その他資本剰余金

計 (百万円) 8,174 0 ― 8,175

(利益準備金) (百万円) 555 ― ― 555
利益準備金及び
任意積立金

計 (百万円) 555 ― ― 555

(注)　当期末における自己株式数は、115,389株である。

【引当金明細表】

区分
前期末残高

(百万円)
当期増加額

(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金　　(注１) 2,801 3,041 3,094 　　　　30 2,718

賞与引当金　　 894 1,679 1,764 ― 809

構造改善費用等引当金
　　　　　　　(注２) 8,206 3,197 6,420 55 4,929

(注)１　「当期減少額(その他)」欄の金額は、回収不能見込額の見直し等による取崩額である。

２　「当期減少額(その他)」欄の金額は、見積りによる引当額と実績額との差額である。
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(2) 【主な資産及び負債の内容】

資産の部

(い)現金及び預金

種類 金額(百万円)

現金 9

当座預金 △1,935

普通預金 10,841

通知預金 81

定期預金 62

預金

計 9,049

合計 9,057

(ろ)受取手形

相手先 金額(百万円) 期日別 金額(百万円)

昭和電工アルミ販売㈱ 957 平成16年１月 519

昭光通商㈱ 747 　　　　２月 1,019

白銅㈱ 478 　　　　３月 1,105

㈱巴商会 307 　　　　４月以降 3,397

近畿住特電子㈱ 214 合計 6,041

昭和フロント㈱他 3,337

合計 6,041
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(は)売掛金

相手先 金額(百万円) 回収状況 金額

アサヒビール㈱ 9,733 前期繰越高　　　Ａ　　　(百万円) 69,534

昭光通商㈱ 6,208 当期発生高　　　Ｂ　　　(百万円) 375,973

日本ポリエチレン㈱ 4,135 当期回収高　　　Ｃ　　　(百万円) 371,240

サッポロビール㈱ 3,865 当期末残高　　　　　　　(百万円) 74,268

新日鐵化学㈱ 2,713 回収率　　　　　Ｃ／(Ａ＋Ｂ)(％) 83.33％

サンアロマー㈱他 84,604 滞留期間　　　　ａ／ｂ　　(ヶ月) 2.3ヶ月

債権流動化による減少額 △36,989 ａ：期首期末平均売掛金　(百万円) 71,901

合計 74,268 ｂ：Ｂ／12　　　　　　　(百万円) 31,331

(注) １　上記金額には、消費税等を含む。

２　当期回収高には、債権流動化による増加・減

少を含む。

(に)たな卸資産

区分
製品・商品

(百万円)
半製品

(百万円)
原材料

(百万円)
仕掛品

(百万円)
貯蔵品

(百万円)
合計

(百万円)

石油化学 2,108 21 1,701 94 1,982 5,906

化学品 3,844 504 357 749 1,456 6,910

電子・情報 2,406 145 934 212 733 4,430

無機材料 2,339 1,955 594 1,574 414 6,876

アルミニウム他 3,835 1,170 424 1,962 908 8,299

合計 14,533 3,795 4,010 4,592 5,492 32,421

(ほ)関係会社株式

項目 金額(百万円)

㈱エス・ディー・エス　バイオテック 12,915

日本ポリオレフィン㈱ 9,069

昭和アルミニウム缶㈱ 9,021

昭和高分子㈱ 6,256

昭光通商㈱ 5,731

その他株式(９６銘柄) 36,004

合計 78,996
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負債の部

(い)買掛金

相手先 金額(百万円)

昭和アルミニウム缶㈱ 6,907

みずほ信託銀行㈱ 3,910

スパークス・ファンディング・コーポレーション 3,470

昭和エンジニアリング㈱ 2,884

昭和電工エイチ・ディー㈱ 2,783

ＭＰＣ他 53,589

合計 73,543

(ろ)短期借入金

摘要

借入条件借入先 金額(百万円)
使途

担保 返済期限

平成年月

昭和ファイナンス㈱ 17,207 運転 なし 16.1

※㈱横浜銀行 7,800 〃 〃 16.3

※㈱ユーエフジェイ銀行 7,300 〃 〃 16.3

　㈱常陽銀行 5,900 〃 〃 16.3

㈱滋賀銀行 5,000 〃 〃 16.3

その他（17社） 25,337 〃 500

合計 68,544 500

(注) １　※印のある借入先からの借入金については、当該借入先の要請によりその全部について、借入金の譲渡

を承諾している。

２　１年以内返済予定の長期借入金の明細は、(に)長期借入金に記載の通りである。
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(は)社債

42,000百万円

内訳は「１　連結財務諸表等、(1)連結財務諸表、⑤連結附属明細表、社債明細表」に記載の

通りである。

(に)長期借入金

借入先 金額(百万円)

※㈱みずほコーポレート銀行 87,588(17,260)

農林中央金庫 39,600( 8,780)

みずほ信託銀行㈱ 30,441( 7,588)

三菱信託銀行㈱ 24,390( 3,912)

※㈱ユーエフジェイ銀行 18,695( 2,267)

その他（28社） 96,039(25,549)

合計 300,153(67,341)

(注) １　※印のある借入先からの借入金については、当該借入先の要請によりその一部または全部について、借

入金の譲渡を承諾している。

２　括弧内の数字は内数にして、１年以内に返済する金額を示し、貸借対照表において流動負債の部に区分

掲記している。

３　その他の中に、関係会社長期借入金を含んでいる。

(3) 【その他】

該当事項なし。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

決算期 12月31日

定時株主総会 毎年３月中

株主名簿閉鎖の期間 ―――

基準日 12月31日

株券の種類
１株券、10株券、50株券、100株券、500株券、1,000株券、10,000株券、100,000株
券
及び100株未満の株数を表示した株券

中間配当基準日 ６月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え

　　取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

　　代理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
　みずほ信託銀行株式会社

　　取次所
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

　　名義書換手数料 無料

　　新券交付手数料 １枚につき印紙税相当額

単元未満株式の買取り

　　取扱場所
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
　みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

　　代理人
東京都中央区八重洲一丁目２番１号
　みずほ信託銀行株式会社

　　取次所
みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社　本店及び全国各支店

　　買取手数料 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

公告掲載新聞名 日本経済新聞

株主に対する特典 なし
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第７ 【提出会社の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第94期)

自　平成14年１月１日
至　平成14年12月31日

平成15年３月28日
関東財務局長に提出。

(2) 半期報告書 (第95期中) 自　平成15年１月１日
至　平成15年６月30日

平成15年９月25日
関東財務局長に提出。

(3) 臨時報告書
　企業内容等の開示に関する内閣府令
第19条第１項及び同条第２項第１号
（新株予約権付社債の発行）の規定に
基づくものである。

平成16年３月４日
関東財務局長に提出。

(4)
 

臨時報告書の
訂正報告書

　平成16年３月４日に提出した臨時報
告書の訂正報告書である。

平成16年３月５日
関東財務局長に提出。

(5)
 

臨時報告書の
訂正報告書

　平成16年３月４日に提出した臨時報
告書の訂正報告書である。

平成16年３月11日
関東財務局長に提出。

(6)
 

臨時報告書の
訂正報告書

　平成16年３月４日に提出した臨時報
告書の訂正報告書である。

平成16年３月23日
関東財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。



監　査　報　告　書

平成15年３月28日

昭和電工株式会社

取締役社長　大　橋　光　夫　殿

監査法人不二会計事務所

代表社員
関与社員

公認会計士　　乘　　田　　紘　　一　　㊞

関与社員 公認会計士　　西　　川　　忠　　弘　　㊞

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲
げられている昭和電工株式会社の平成14年１月１日から平成14年12月31日までの連結会計年度の連結
財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー
計算書及び連結附属明細表について監査を行った。
　この監査に当って、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施すべ
き監査手続を実施した。

　監査の結果、連結財務諸表について会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠し、かつ、前連結会計年度と同一の基準に従って継続して適用されてお
り、また、連結財務諸表の表示方法は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和５１年大蔵省令第２８号）の定めるところに準拠しているものと認められた。
　
　よって、当監査法人は、上記の連結財務諸表が昭和電工株式会社及び連結子会社の平成14年12月31
日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況
を適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人または関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

（注）連結財務諸表作成のための基本となる事項及び追加情報の注記に記載されているとおり、会社は、
当連結会計年度よりその他有価証券のうち時価のあるものの評価の方法について金融商品に係る会計基
準が適用されることとなるため、同会計基準により連結財務諸表を作成している。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　　上

※　上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が提出した有価証券報告書に綴り込まれた前連結会計年度の監査報告

書に記載された事項を電子化したものであります。



独立監査人の監査報告書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１６年　３月 30日

昭 和 電 工 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

監査法人不二会計事務所

代表社員
関与社員

公認会計士　　乘　　田　　紘　　一　　㊞

関与社員 公認会計士　　西　　川　　忠　　弘　　㊞

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられている昭和電工株式会社の平成15年１月１日から平成15年12月31日までの連結会計年度の連結財

務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロ－計

算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査

法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ること

を求めている。監査は試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経

営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでい

る。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準

に準拠して、昭和電工株式会社及び連結子会社の平成15年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロ－の状況をすべての重要な点において適正に表

示しているものと認める。

追記情報

１．重要な後発事象１に記載のとおり、会社は平成16年３月４日の取締役会の決議に基づき、平成16

年３月25日に2009年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行した。

２．重要な後発事象２に記載のとおり、会社及び連結子会社である平成ポリマー株式会社は、平成16

年３月22日取締役会を開催し、株式交換により会社が平成ポリマー株式会社を完全子会社化するこ

とを決議した。 

　

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　　　上

※　上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が提出した有価証券報告書に綴り込まれた前連結会計年度の監査報告

書に記載された事項を電子化したものであります。



監　査　報　告　書

平成15年３月28日

昭和電工株式会社

取締役社長　大　橋　光　夫　殿

監査法人不二会計事務所

代表社員
関与社員

公認会計士　　乘　　田　　紘　　一　　㊞

関与社員 公認会計士　　西　　川　　忠　　弘　　㊞

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲
げられている昭和電工株式会社の平成14年１月１日から平成14年12月31日までの第94期事業年度の財
務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。
　この監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し、通常実施す
べき監査手続を実施した。

　監査の結果、会社の採用する会計処理の原則及び手続は、一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠し、かつ、前事業年度と同一の基準に従って継続して適用されており、また、財務諸表の表示
方法は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号）の定
めるところに準拠しているものと認められた。
　
　よって、当監査法人は、上記の財務諸表が昭和電工株式会社の平成14年12月31日現在の財政状態及
び同日をもって終了する事業年度の経営成績を適正に表示しているものと認める。

　会社と当監査法人または関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

（注）重要な会計方針及び追加情報の注記に記載されているとおり、会社は、当事業年度よりその他有
価証券のうち時価のあるものの評価の方法について金融商品に係る会計基準が適用されることとなるた
め、同会計基準により財務諸表を作成している。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　　上

※　上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が提出した有価証券報告書に綴り込まれた前事業年度の監査報告書に

記載された事項を電子化したものであります。



独立監査人の監査報告書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成１６年　３月30日

昭 和 電 工 株 式 会 社

取　締　役　会　御　中

監査法人不二会計事務所

代表社員
関与社員

公認会計士　　乘　　田　　紘　　一　　㊞

関与社員 公認会計士　　西　　川　　忠　　弘　　㊞

当監査法人は、証券取引法第１９３条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲

げられている昭和電工株式会社の平成15年１月１日から平成15年12月31日までの第95期事業年度の財務

諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。こ

の財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表

明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監

査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求

めている。監査は試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者

によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監

査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に

準拠して、昭和電工株式会社の平成15年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

１．重要な後発事象１に記載のとおり、会社は平成16年３月４日の取締役会の決議に基づき､平成16年

３月25日に2009年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行した。

２．重要な後発事象２に記載のとおり、会社及び連結子会社である平成ポリマー株式会社は、平成16

年３月22日取締役会を開催し、株式交換により会社が平成ポリマー株式会社を完全子会社化するこ

とを決議した。

会社と当監査法人又は関与社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。　

以　　　　上

※　上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が提出した有価証券報告書に綴り込まれた前事業年度の監査報告書に

記載された事項を電子化したものであります。
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