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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94期中 第95期中 第96期中 第94期 第95期 

会計期間 

自 平成14年
  １月１日
至 平成14年
  ６月30日

自 平成15年
  １月１日
至 平成15年
  ６月30日

自 平成16年
  １月１日
至 平成16年
  ６月30日

自 平成14年 
  １月１日 
至 平成14年 
  12月31日 

自 平成15年
  １月１日
至 平成15年
  12月31日

売上高 (百万円) 328,665 345,636 348,284 674,017 689,366

経常利益 (百万円) 3,953 10,520 16,221 17,287 23,840

中間(当期)純利益 (百万円) 10,216 3,839 6,382 13,024 10,317

純資産額 (百万円) 149,391 156,422 174,936 150,121 166,087

総資産額 (百万円) 997,120 964,624 937,824 986,543 939,879

１株当たり純資産額 (円) 131.27 137.46 153.73 131.92 145.96

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 8.98 3.37 5.61 11.44 9.07

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 8.86 ― 5.26 11.42 ―

自己資本比率 (％) 15.0 16.2 18.7 15.2 17.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 12,146 26,559 18,983 37,495 63,561

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 11,718 △12,979 △7,638 △846 △25,099

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △29,863 △14,433 △9,571 △43,103 △35,900

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 22,974 23,472 28,964 23,260 26,485

従業員数 (名) 10,864 11,472 10,628 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株当たり中間（当期）純利益については、調整計算の結果、１株当たりの中間（当

期）純利益が希薄化しなかった場合には記載していない。 

３ 第95期中間連結会計期間より、「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜

在株式調整後１株当たり中間（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94期中 第95期中 第96期中 第94期 第95期 

会計期間 

自 平成14年
  １月１日
至 平成14年
  ６月30日

自 平成15年
  １月１日
至 平成15年
  ６月30日

自 平成16年
  １月１日
至 平成16年
  ６月30日

自 平成14年 
  １月１日 
至 平成14年 
  12月31日 

自 平成15年
  １月１日
至 平成15年
  12月31日

売上高 (百万円) 210,939 227,047 245,397 437,633 461,994

経常利益 (百万円) 2,829 6,456 11,421 10,120 12,967

中間(当期)純利益 (百万円) 16,488 1,949 5,721 17,777 5,020

資本金 (百万円) 110,451 110,451 110,451 110,451 110,451

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

純資産額 (百万円) 166,995 171,182 186,894 167,154 177,432

総資産額 (百万円) 762,837 747,447 756,991 762,223 758,847

１株当たり純資産額 (円) 146.73 150.42 164.23 146.88 155.92

１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 14.49 1.71 5.03 15.62 4.41

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) 14.20 ― 4.73 15.48 ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― ― ― 2.00

自己資本比率 (％) 21.9 22.9 24.7 21.9 23.4

従業員数 (名) 4,844 4,646 4,212 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株当たり中間（当期）純利益については、調整計算の結果、１株当たりの中間（当

期）純利益が希薄化しなかった場合には記載していない。 

３ 第95期中間会計期間より、「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株

式調整後１株当たり中間（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 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び関係会社157社）が営む事業の内容について、

重要な変更はない。また、主な関係会社の異動の状況は次の通りである。 

 

(1) 石油化学部門 

[主な関係会社]異動はない。 

 

(2) 化学品部門 

[主な関係会社] 

前連結会計年度まで連結子会社であった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。 

 

(3) 電子・情報部門 

[主な関係会社]異動はない。 

 

(4) 無機材料部門 

[主な関係会社]異動はない。 

 

(5) アルミニウム他部門 

[主な関係会社]異動はない。 

 

 

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 
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４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成16年６月30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 1,608 

化学品 1,232 

電子・情報 1,867 

無機材料  925 

アルミニウム他 4,484 

全社共通  512 

合計 10,628 

(注) 従業員数は就業人員である。 

 

(2) 提出会社の状況 

平成16年６月30日現在 

従業員数(名) 4,212 

(注) 従業員数は就業人員である。 

 

(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16年６月30日現在組合員数 昭和電工ユニオン

3,488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。 

 

 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1)業績 

①業績全般 

当中間連結会計期間のわが国経済は、個人消費の持ち直しと米国・アジア地域の景気回復を背景と

する企業部門の収益改善や設備投資の増加により、緩やかに回復した。一方、化学業界においては、

中国を始めとするアジア向けに輸出が堅調に推移し、製品需要は増加したが、ナフサやアルミ地金等

の原料価格が高騰し、厳しい事業環境が続いた。 

このような情勢下、当社グループは中期経営計画（プロジェクト・スプラウト）で掲げた成長戦略

事業の育成を図るとともに、事業構造改善策とコストダウン施策を引き続き推進した。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は、3,482億84百万円と前年同期比0.8％の増収となった。

営業利益は、化学品を除く全セグメントが前年同期比増益となり、222億26百万円と前年同期比

38.4％の増益となり、経常利益は、金融収支の改善もあり162億21百万円と前年同期比54.2％の増益

となった。これにより、中間純利益は63億82百万円と前年同期比66.2％の増益となった。 

 

②事業の種類別セグメントの業績 

（石油化学） 

当中間連結会計期間のエチレン及びプロピレンの生産は、石油化学製品に対する中国を中心とする

需要拡大により前年同期に比べ増加した。 

オレフィン事業は、販売数量の増加及び原料価格上昇を背景とした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、酢酸エチル共に販売数量が増加し、増収となった。 

子会社の合成樹脂事業は、ポリエチレン事業を前年９月に持分法適用の日本ポリエチレン株式会社

へ移管したため売上は大幅に減少した。一方、昭和高分子株式会社の合成樹脂事業は、住宅設備関連

を中心とする内需の拡大により販売数量が増加し、昭和アルミパウダー株式会社のアルミペーストは

携帯電話、家電向けに販売数量が増加し、それぞれ増収となった。平成ポリマー株式会社の合成樹脂

加工品事業は前年同期並みの売上となった。 

この結果、当セグメントの売上高は、1,172億58百万円と前年同期比3.0％の減収となったが、営業

利益は、76億25百万円と前年同期比30.5％の増益となった。 

 

（化学品） 

当セグメントでは、長期の定期修理があったため、液化アンモニアの生産は前年同期に比べ減少し

た。 

ガス・化成品事業は、産業ガスで水素の販売数量が増加し僅かに増収となり、容器リサイクル法プ

ラスチック処理事業が本格稼動したが、前年下期にエピクロルヒドリン事業から撤退したため、減収

となった。 

特殊化学品事業は、合成ゴム「ショウプレンR」の販売数量が増加し、分析機器用カラム「ショウ

― 6 ― 



デックスR」並びにアミノ酸類は堅調な出荷を続けたが、飼料用ビタミンＣと農薬原料の販売数量が

それぞれ減少したため、減収となった。株式会社エス・ディー・エス バイオテックの農薬事業は、

円高で販売価格は低下したが輸出数量が増加し増収となった。 

この結果、当セグメントの売上高は、385億50百万円と前年同期比2.6％の増収となったが、営業利

益は、原材料価格の高騰等により、16億58百万円と前年同期比35.1％の減益となった。 

 

（電子・情報） 

当セグメントでは、前年下期に増強したシンガポールのハードディスク（ＨＤ）設備を稼働させた

ことにより、ＨＤの生産が前年同期に比し大幅に増加した。 

ＨＤ・半導体事業は、ＨＤで、旺盛な需要を背景として出荷枚数が増加し、化合物半導体は光ピッ

クアップ向けエピウェーハ及びＬＥＤ向けチップの販売数量が増加したため増収となった。 

電子関連材料事業は、レアアース磁石合金は前年同期並みの出荷となったが、半導体向け特殊ガス

は需要業界の生産増により販売数量が増加し、カーボンナノファイバー「ＶＧＣＦR」、ファインセ

ラミックス製品もそれぞれ販売数量が増加したため、増収となった。 

この結果、当セグメントの売上高は、514億12百万円と前年同期比15.5％の増収となり、また、営

業利益は、68億83百万円と前年同期比80.8％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小幅の増加となった。 

セラミックス事業は、アルミナの販売数量、販売価格がそれぞれ上昇し増収となった。炭素・金属

事業は、前年上期にフェロクロムの国内生産から撤退したが、人造黒鉛電極は、当社、昭和電工カー

ボン・インコーポレーテッド（米国）ともに出荷が増加し販売価格も上昇したため、前年同期比増収

となった。 

この結果、当セグメントの売上高は、266億98百万円と前年同期比4.7％の増収となり、営業利益は、

27億68百万円と前年同期比156.3％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、前年同期に比べ、自動車用熱交換器の生産は、欧州は増加する一方、国内及び

北米で減少したが、押出品、圧延品及び鍛造品「ショウティックR」の生産は増加した。 

アルミニウム地金は、国際市況上昇に伴う販売価格の上昇により増収となった。圧延品事業は、コ

ンデンサ用高純度箔を中心に販売数量が増加し、ショウティック事業も自動車用エアコン部品向けの

販売数量が増加し、それぞれ増収となった。また、機能材事業及び押出品事業は前年同期並みの売上

となった。一方、熱交換器事業は、欧州の出荷は増加したものの国内及び北米における自動車向け需

要の低迷により販売数量が減少し、アルミニウム缶は、販売数量は増加したものの販売価格が低下し、

それぞれ減収となった。 

この結果、当セグメントの売上高は、1,143億66百万円と前年同期比2.4％の減収となったが、営業

利益は、63億25百万円と20.3％の増益となった。 
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③所在地別セグメントの業績 

（日本） 

電子・情報においては、ハードディスク事業が旺盛な需要により販売枚数が増加し、化合物半導体

事業も販売数量が増加したため増収となった。石油化学では、オレフィン事業、有機化学品事業とも

販売数量は増加し販売価格は上昇したものの、ポリエチレン事業を前年９月に持分法適用の日本ポリ

エチレン株式会社へ移管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3,155億87百万円と前年同期比1.9%の増収となった。 

当セグメントの営業利益は234億53百万円と前年同期比36.4％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は、シンガポール子会社において昨年増強した設備

が当中間連結会計期間にフル稼動となったため増収となったが、アルミニウム熱交換器事業では、米

国子会社の販売不振により大きく減収となった。 

この結果、当セグメントの売上高は326億97百万円と前年同期比8.9%の減収となった。 

当セグメントの営業利益は19億78百万円と前年同期比24.2％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、営業利益は大幅に増加したものの、原料価格上昇の影響等に

より運転資金が増加したため、189億83百万円の収入となり、容器リサイクル法プラスチック処理事業へ

の補助金収入があった前年同期と比べ、75億76百万円の収入減少となった。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、容器リサイクル法プラスチック処理事業などへの大型投資を

実施した前年同期と比較して設備投資額が減少したこと等から、76億38百万円の支出となり、前年同期

比53億41百万円の支出減少となった。 

これによりフリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャ

ッシュ・フローの合計金額）は113億45百万円の収入となり、前年同期比22億35百万円の収入減少となっ

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、95億71百万円の支出

となり、前年同期比48億62百万円の支出減少となった。 

この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、新規連結等による増減を含め、前連結会

計年度末に比べ24億79百万円増加し、289億64百万円となった。 

また、当中間連結会計期間末の有利子負債残高は、5,228億52百万円と前連結会計年度末比45億37百万

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様であり、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

類別セグメントの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 ５,６９０ ５．５ ２，４０７ △２７．２ 

(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 １１７，２５８ △３．０ 

化学品 ３８，５５０ ２．６ 

電子・情報 ５１，４１２ １５．５ 

無機材料 ２６，６９８ ４．７ 

アルミニウム他 １１４，３６６ △２．４ 

合計 ３４８，２８４ ０．８ 

(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】 

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題に重要な変更等はない。 

 

 

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間における重要な契約は次の通りである。 

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 

（メキシコ） 

エアテンプ・ド・メヒコ

社 

 

 

平成16年４月 

 

車載用空調機器コンデ

ンサの製造技術 

（対価） 

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16年４月20日から15年間が経過するまで。
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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、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は、81億97百万円である。 

 

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） 

石油化学分野では、コア技術である触媒技術を用いて有機化学品メーカーのニーズに応える製品

を開発するべく研究開発を推進している。 

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トップレベルのコスト競争力

を実現している。また、酢酸ビニル、酢酸アリル等についても更なる競争力強化を実現すべく、触

媒の性能向上に取り組んでいる。 

Ｃ３製品群では、光学材料分野を中心にアリルエステル樹脂の用途開発を行い事業強化を図って

いる。更に、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目指し、新規

アリル誘導体の開発を継続して行っている。 

当中間連結会計期間における石油化学部門の研究開発費は、11億84百万円であった。 

 

（化学品） 

化学品分野では、広範多岐に亘る市場からの要望、「お客様の声」に迅速に応えることを至上課

題として、農・防疫薬向け等の有機中間体、化粧品原料、光機能材料、機能樹脂、高機能ゲル等の

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。 

有機中間体は当社固有原料の強みを活かし、農・防疫薬用中間体の他、新規写真薬原料等の開発

を進めている。また、分子材設計技術を生かした新規ＭＯＣＶＤ原料の開発等を進めている。 

化粧品原料では次世代ビタミンＣ誘導体、新規ビタミンＥ誘導体をはじめとする高機能性の原料

に特化した研究開発を進めている。無機紫外線遮蔽材、バイオサーファクタントについては、拡大

する市場にあわせ、応用技術を拡充させている。 

光機能材料では連結子会社である日本ポリテック株式会社を活用し、フレキシブル回路基板用の

ドライフィルムカバーレイや液状レジスト等の開発を促進すると共に、光重合開始剤や機能性モノ

マー類の開発を進めて事業強化を目指している。 

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を樹脂と複合したマスターバ

ッチの開発を進め、光触媒機能や紫外線遮蔽機能を持つ機能性繊維分野を始めとした用途展開を行

っている。 

当中間連結会計期間における化学品部門の研究開発費は、10億12百万円であった。 
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（電子・情報） 

電子・情報分野では、加速度的に高性能化する市場の要請に応えるべく、最先端の技術開発に邁

進している。 

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、通信用途については、光通信用受発光エピウェーハの高性

能化に加え、無線通信用高周波デバイスエピウェーハの開発に取り組んでいる。 

記録材料・部品では、ハードディスクのトップメーカーであることを保つべく、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、

ハードディスクドライブの各種モバイル用途への展開に対応した小口径メディアの開発にも取り組

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、合金製造

技術を軸とした技術融合による熱電変換素子やノイズ対策部品の開発に取り組んでいる。 

当社コア技術の強みを活かした個性派製品として、気相法炭素繊維やカーボンナノチューブ等の

エネルギーデバイス等に向けた用途開発、半導体製造プロセス材料としてメタル用スラリーの開発、

高分子アルミ固体コンデンサの品種拡大、エッチング用高純度ガスおよびケミカルズ・キレート化

合物等を用いたプロセス用洗浄剤/溶剤の開発などを実施している。 

当中間連結会計期間における電子・情報部門の研究開発費は、19億26百万円であった。 

 

（無機材料） 

無機材料分野では、ユーザーの一歩先の要請に応えるべくナノレベル制御技術を駆使した無機材

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ている。特

に酸化チタンナノパーティクルについては、消臭・防汚などの機能を有する可視光応答型光触媒及

び、色素増感型太陽電池用スラリーペースト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。 

当中間連結会計期間における無機材料部門の研究開発費は、１億24百万円であった。 

 

（アルミニウム他） 

アルミニウム分野では、市場から要望されている軽量・高強度・高性能部材の開発を進めている。  

カーライフ市場では、アルミニウム合金製薄肉チューブ等の部材の開発と共に、それらを用いる

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進めている。また、強みであるアルミ
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ニウム合金連続鋳造棒を用いる、コンプレッサー用等の鍛造部品の開発を継続し、さらに駆動系部

品、サスペンション用アーム等の合金及び鍛造工法の開発を行っている。同時に、次世代を狙って、

環境調和型自動車用の各種用途の新熱交換器、サブフレーム等の加工・組立品の開発を推進してい

る。 

アメニティーライフ市場では、ＬＢＰ用アルミニウム合金製感光ドラム基体の高品質化を推進中

である。また、エネルギーデバイス用部材・熱交換器の開発を行っている。 

ＩＴネットワークライフ市場では、当社独自技術であるアルミニウムの偏析法高純度塊を用いる、

電解コンデンサ用アルミニウム箔の高品質化及び高容量化を推進している。また、大型液晶・ＰＤ

Ｐ用高強度・高熱伝導アルミニウム合金板の用途拡大を進めている。 

当中間連結会計期間におけるアルミニウム他部門の研究開発費は、８億53百万円であった。 

 

（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

ントを越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。 

当中間連結会計期間における共通部門の研究開発費は、30億97百万円であった。 



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につ

いて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はない。 

また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はない。 

 

―  ― 13



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 
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成16年６月30日) 

提出日現在 
発行数(株) 

(平成16年９月27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 1,142,832,934
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 1,142,832,934 ― ― 

(注)１ 平成16年８月３日をもって、平成ポリマー株式会社を完全子会社とする簡易株式交換を実施した。これ

により株式数は4,732,196株増加し、発行済株式総数は1,142,832,934株となった。 

  ２ 提出日現在の発行済株式数には、平成16年９月１日からこの半期報告書提出日までの新株予約権付社債

（旧転換社債を含む）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) 【新株予約権等の状況】 

①商法第341条ノ２の規定に基づき発行した新株予約権付社債は次の通りである。 
2009年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債（平成16年３月25日発行） 

 
中間会計期間末現在 
(平成16年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成16年８月31日) 

新株予約権の数（個） 23,000 同左 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 75,409,836 同左 

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株につき 305 同左 

新株予約権の行使期間 
自 平成16年４月26日 
至 平成21年３月11日 
    （注） 

同左 

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額（円） 

発行価格  １株につき305 
資本組入額 １株につき153 

同左 

新株予約権の行使の条件 
各新株予約権の一部行使は 
できない。 

同左 

新株予約権の譲渡に関する事項 

新株予約権は転換社債型新
株予約権付社債に付された
ものであり、社債からの分
離譲渡はできない。 

同左 

新株予約権付社債の残高（百万円） 23,000 同左 
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（注） 但し、当社の選択により社債を繰上償還する場合には、償還日の東京における３営業日前の日まで、所

持人の選択により社債を繰上償還する場合には、繰上償還の通知が新株予約権行使受付代理人の指定事

務所に預託された時まで、買入消却の場合には、当社が社債を消却した時または当社の子会社が社債を

消却のために当社に交付した時まで、当社が社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益の

喪失時までとなる。いずれの場合も、平成21年３月11日より後に新株予約権を行使することはできない。 

 

 
②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） 

 
中間会計期間末現在 
(平成16年６月30日) 

提出日の前月末現在 
(平成16年８月31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 

 

(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

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16年１月１日 
(注)１ 

― 1,138,100,738 ― 110,451 700 8,874

（注）１ 昭和電工エラストマー株式会社との合併による増加 

なお、平成16年８月３日に平成ポリマー株式会社との簡易株式交換により、資本準備金が2,210百万円増加

している。なお、株式交換比率は１：0.41である。 
 

 

(4) 【大株主の状況】 

平成16年６月30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(％)

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

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 54,463 4.79

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 47,000 4.13

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 45,000 3.95

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 43,436 3.82

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 42,435 3.73

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

明治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 27,713 2.44

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 18,543 1.63

計 ― 406,720 35.74

（注） 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㈱54,463千

株、日本マスタートラスト信託銀行㈱42,435千株である。 
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(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 
平成16年６月30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 131,000

― 
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 

1,135,035,000
1,135,035 同上 

単元未満株式 
普通株式 

2,774,738
― 

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 ― 1,135,035 ― 

(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280,000株（議決権280個）含まれて

いる。 

２ 「単元未満株式」には、当社所有の自己株式397株が含まれている。 

 

② 【自己株式等】 
平成16年６月30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 

131,000 ― 131,000 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 ― 291,000 ― 291,000 0.03

(注) この他、株主名簿上は当社名義となっているが、実質的に所有していない株式が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。 

 

 

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

月別 平成16年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高(円) 251 234 244 271 254 276

最低(円) 221 211 220 238 221 249

(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。 

 

 

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。 



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1)   当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成11年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

   なお、前中間連結会計期間（自 平成15年１月１日 至 平成15年６月30日）は、改正前の中

間連結財務諸表規則に基づき、当中間連結会計期間（自 平成16年１月１日 至 平成16年６月

30日）は、改正後の中間連結財務諸表規則に基づいて作成している。 

 

(2)   当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年

大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

なお、前中間会計期間（自 平成15年１月１日 至 平成15年６月30日）は、改正前の中間財

務諸表等規則に基づき、当中間会計期間（自 平成16年１月１日 至 平成16年６月30日）は、

改正後の中間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、前中間連結会計期間（自 平成15年１月１日 至

平成15年６月30日）及び当中間連結会計期間（自 平成16年１月１日 至 平成16年６月30日）の中

間連結財務諸表並びに前中間会計期間（自 平成15年１月１日 至 平成15年６月30日）及び当中間

会計期間（自 平成16年１月１日 至 平成16年６月30日）の中間財務諸表について、監査法人不二

会計事務所により中間監査を受けている。 
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１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

 

  
前中間連結会計期間末 

(平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成16年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   24,046 29,147  26,791

２ 受取手形及び売掛金 
※３
※４

 130,690 134,094  136,405

３ たな卸資産   80,194 64,357  60,921

４ その他   38,150 42,059  39,439

５ 貸倒引当金   △1,121 △1,185  △1,254

流動資産合計   271,958 28.2 268,473 28.6  262,301 27.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 
※１
※２

  

(1) 建物及び構築物  103,797 98,233 100,093 

(2) 機械装置 
  及び運搬具 

 133,777 127,737 130,532 

(3) 土地  296,030 285,257 291,469 

(4) その他  24,372 18,324 16,061 

有形固定資産合計  557,976 (57.8) 529,550 (56.5)  538,154 (57.2)

２ 無形固定資産  

 
 

 

(1) 連結調整勘定  11,691 14,526 11,336 

(2) その他  12,326 11,431 11,827 

無形固定資産合計   24,017 (2.5) 25,957 (2.8)  23,163 (2.5)

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 75,164 91,529 83,375 

(2) その他  38,618 24,861 35,808 

(3) 貸倒引当金  △3,141 △2,549 △2,939 

投資その他の資産 
合計 

  110,641 (11.5) 113,841 (12.1)  116,244 (12.4)

固定資産合計   692,633 71.8 669,348 71.4  677,561 72.1

Ⅲ 繰延資産   33 0.0 3 0.0  17 0.0

資産合計   964,624 100.0 937,824 100.0  939,879 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成16年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 
※２

※４
 107,508 108,112  113,351

２ 短期借入金 
※２

※５
 148,511 102,711  117,729

３ １年以内償還予定の 
  社債 

  ― 5,500  ―

４ １年以内償還予定の 
  転換社債 

  ― 28,884  ―

５ １年以内返済予定の 
  長期借入金 

※２  111,817 76,219  73,830

６ 定期修繕引当金   ― 15  ―

７ 賞与引当金   2,082 2,103  1,787

８ 構造改善費用等 
  引当金 

  5,401 4,765  4,214

９ その他   31,771 31,354  32,104

流動負債合計   407,089 42.2 359,663 38.4  343,016 36.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債   39,000 36,500  42,000

２ 転換社債   29,814 930  29,814

３ 新株予約権付社債   ― 23,000  ―

４ 長期借入金 ※２  239,450 249,108  264,015

５ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

  23,883 24,052  23,929

６ 退職給付引当金   9,569 8,470  8,640

７ 役員退職慰労引当金   839 847  869

８ 定期修繕引当金   ― 458  ―

９ その他 ※２  18,526 19,012  20,213

固定負債合計   361,081 37.4 362,376 38.6  389,481 41.4

負債合計   768,170 79.6 722,039 77.0  732,496 77.9

(少数株主持分)    

少数株主持分   40,032 4.2 40,849 4.3  41,295 4.4
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前中間連結会計期間 

(平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(平成16年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   110,451 11.5 110,451 11.8  110,451 11.7

Ⅱ 資本剰余金   8,174 0.8 8,875 1.0  8,175 0.9

Ⅲ 利益剰余金   5,212 0.5 15,993 1.7  13,271 1.4

Ⅳ 土地再評価差額金   34,763 3.6 35,011 3.7  34,832 3.7

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 

  △1,077 △0.1 7,804 0.8  2,501 0.3

Ⅵ 為替換算調整勘定   △1,057 △0.1 △3,148 △0.3  △3,096 △0.3

Ⅶ 自己株式   △44 △0.0 △51 △0.0  △47 △0.0

資本合計   156,422 16.2 174,936 18.7  166,087 17.7

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  964,624 100.0 937,824 100.0  939,879 100.0

    

 



② 【中間連結損益計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   345,636 100.0 348,284 100.0  689,366 100.0

Ⅱ 売上原価   285,041 82.5 284,679 81.7  563,828 81.8

売上総利益   60,595 17.5 63,605 18.3  125,538 18.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  44,536 12.9 41,379 11.9  86,991 12.6

営業利益   16,059 4.6 22,226 6.4  38,546 5.6

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  131 117 278 

２ 受取配当金  533 626 747 

３ 持分法による 
  投資利益 

 673 664 1,614 

４ 固定資産賃貸料  380 487 837 

５ 雑収入  1,343 3,061 0.9 416 2,310 0.7 1,647 5,124 0.7

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  5,394 4,892 10,507 

２ 雑支出  3,207 8,600 2.5 3,423 8,315 2.4 9,323 19,830 2.8

経常利益   10,520 3.0 16,221 4.7  23,840 3.5

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  204 1,918 1,874 

２ 貸倒引当金戻入額  101 ― 288 

３ 構造改善費用等引当 
  金戻入額 

 350 ― 1,076 

４ 退職給付引当金戻入 
  額 

 164 ― 164 

５ その他  65 884 0.3 272 2,190 0.6 4,770 8,172 1.1

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 
  及び売却損 

※２ 644 2,302 3,210 

２ 特別退職金 ※３ 1,036 783 2,585 

３ 構造改善費用等引当 
  金繰入額 

 ― 1,039 2,968 

４ 過年度定期修繕費用  ― 895 ― 

５ その他  1,960 3,641 1.1 1,200 6,219 1.8 4,479 13,243 1.9

税金等調整前 
中間(当期)純利益 

  7,763 2.2 12,192 3.5  18,769 2.7

法人税、住民税 
及び事業税 

 1,784 1,976 3,326 

法人税等調整額  2,781 4,565 1.3 3,512 5,487 1.6 5,329 8,655 1.2

少数株主利益   ― ― 323 0.1  ― ―

少数株主損失   641 0.2 ― ―  203 0.0

中間(当期)純利益   3,839 1.1 6,382 1.8  10,317 1.5
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③ 【中間連結剰余金計算書】 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日
至 平成15年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

(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) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  8,174 8,175  8,174

Ⅱ 資本剰余金増加高    

１ 連結子会社との合併 
に伴う資本剰余金増加高 

 ― 700  ― 

２ 自己株式処分差益  ― ― 0 700 0 0

Ⅲ 資本剰余金減少高  ― ―  ―

Ⅳ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

 8,174 8,875  8,175

(利益剰余金の部)    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,302 13,271  1,302

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１ 中間(当期)純利益  3,839 6,382  10,317 

２ 連結子会社の増加に伴う 
  利益剰余金増加高 

 ― 5  ― 

３ 持分法適用会社の減少 
に伴う利益剰余金増加高 

 ― ―  3,180 

４ 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 

５ 土地再評価差額金取崩額  79 3,918 ― 6,387 11 13,531

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１ 配当金  ― 2,276  ― 

２ 役員賞与  8 ―  8 

３ 連結子会社の増加に伴う 
  利益剰余金減少高 

 ― 195  ― 

４ 連結子会社との合併 
に伴う利益剰余金減少高 

 ― 1,015  ― 

５ 持分法適用会社の減少 
に伴う利益剰余金減少額 

 ― ―  1,555 

６ 土地再評価差額金取崩額  ― 8 179 3,665 ― 1,562

Ⅳ 利益剰余金 
中間期末(期末)残高 

 5,212 15,993  13,271

    

 



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 
 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日
至 平成15年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 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 
中間（当期）純利益 

 7,763 12,192 18,769

２ 減価償却費  17,704 16,158 34,543

３ 連結調整勘定償却額  568 650 1,124

４ 構造改善費用等引当金の 
  増減額 

 △3,617 551 △4,803

５ 受取利息及び受取配当金  △664 △743 △1,025

６ 支払利息  5,394 4,892 10,507

７ 持分法による投資利益  △673 △664 △1,614

８ 投資有価証券売却損益 
  及び評価損 

 44 △1,902 △1,684

９ 固定資産除却損  708 1,696 2,218

10 固定資産売却損益  236 889 1,581

11 売上債権の増減額  14,771 2,550 8,017

12 たな卸資産の増減額  672 △3,323 8,785

13 仕入債務の増減額  △14,743 △4,677 △8,606

14 その他  5,044 △2,508 8,068

小計  33,205 25,762 75,880

15 利息及び配当金の受取額  841 689 1,441

16 利息の支払額  △5,618 △4,880 △10,635

17 法人税等の支払額  △1,869 △2,588 △3,125

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 26,559 18,983 63,561

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 有価証券の償還・売却 
による収入 

 4 3 4

２ 固定資産の取得 
による支出 

 △24,813 △14,688 △40,217

３ 固定資産の売却 
による収入 

 13,320 2,175 17,411

４ 投資有価証券 
の取得による支出 

 △8,284 △464 △9,389

５ 投資有価証券 
の売却による収入 

 637 3,897 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 

 63 ― 63

７ 少数株主持分の取得による 
  支出 

 ― △160 ―

８ 短期貸付金の純増減額  890 △297 1,231

９ 長期貸付による支出  △51 △9 △147

10 長期貸付金の回収による 
  収入 

 5,393 302 5,658

11 その他  △136 1,604 △4,946

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △12,979 △7,638 △25,099
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前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日
至 平成15年６月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度の 
要約キャッシュ・ 
フロー計算書 

(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) 金額(百万円) 

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  △2,373 △15,007 △18,280

２ 長期借入による収入  80,025 28,161 142,450

３ 長期借入金の 
返済による支出 

 △91,150 △40,683 △161,930

４ 社債の発行による収入  ― 23,000 3,000

５ 社債の償還による支出  △555 ― △555

６ 少数株主への株式の発行に 
よる収入 

 ― 81 133

７ 配当金の支払額  ― △2,276 ―

８ 少数株主への配当金の 
支払額 

 △378 △1,843 △602

９ その他  △1 △1,004 △116

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △14,433 △9,571 △35,900

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 96 20 △361

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の増減額 

 △757 1,793 2,202

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 23,260 26,485 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 

 968 686 1,023

Ⅷ 現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高 

 23,472 28,964 26,485
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(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 
  子会社のうち、昭光通商㈱他41

社を連結の範囲に含めている。 

１ 連結の範囲に関する事項 
  子会社のうち、昭光通商㈱他44

社を連結の範囲に含めている。 

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、当中間連結会計期間中に
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、当中間連
結会計期間中に高砂金属㈱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、当中間連結会計期間中に昭
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、当中
間連結会計期間中に清算結了した
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㈱他51社）の総資産額、
売上高、中間純損益（持分相当
額）及び利益剰余金（持分相当
額）等の各合計額は、いずれも中
間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。 

  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日本酢
酸エチル㈱ほか２社を、重要性の
観点から新たに連結の範囲に含め
た。 

  当中間連結会計期間中に、新た
に子会社となった日本ポリテック
㈱を、重要性の観点から連結の範
囲に含めた。 

  前連結会計年度まで連結子会社
であった昭和電工エラストマー㈱
は、当中間連結会計期間中に当社
と合併したため、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㈱他40社）の総資産額、
売上高、中間純損益（持分相当
額）及び利益剰余金（持分相当
額）等の各合計額は、いずれも中
間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。 

  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。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 
 (1) 非連結子会社52社のうち、昭

和パーツ㈱ほか４社について、
また関連会社82社のうち、昭和
炭酸㈱他30社に対する投資につ
いて、持分法を適用した。 

   なお、持分法適用外の非連結
子会社（名古屋研磨材工業㈱他
46社）及び関連会社（昭和テク
ノサービス㈱他50社）の中間純
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、いずれも中間連結財務諸
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 持分法の適用に関する事項 
 (1) 非連結子会社41社のうち、昭

和パーツ㈱ほか３社について、
また関連会社71社のうち、昭和
炭酸㈱他28社に対する投資につ
いて、持分法を適用した。 

   なお、持分法適用外の非連結
子会社（名古屋研磨材工業㈱他
36社）及び関連会社（昭和テク
ノサービス㈱他41社）の中間純
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、いずれも中間連結財務諸
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。 

   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。 

   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いるが、
前連結会計年度末以降、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、
当中間連結会計期間末におい
て、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。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  昭和エンジニアリング㈱の中間

決算日は９月30日であり、中間連

結財務諸表の作成に当たっては、

中間連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく中間財務諸表を使用

している。 

  国際衛生㈱ほか３社の中間決算

日は３月31日であり、中間連結財

務諸表の作成に当たっては、同日

現在の中間財務諸表を使用し、中

間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

㈱の中間決算日は９月30日であ

り、中間連結財務諸表の作成に当

たっては、３月31日に実施した仮

決算に基づく中間財務諸表を使用

している。 

 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  昭和エンジニアリング㈱の中間

決算日は９月30日であり、中間連

結財務諸表の作成に当たっては、

中間連結決算日現在で実施した仮

決算に基づく中間財務諸表を使用

している。 

  昭和培土㈱の中間決算日は12月

31日であり、中間連結財務諸表の

作成に当たっては、中間連結決算

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社の中間決算

日は３月31日であり、中間連結財

務諸表の作成に当たっては、同日

現在の中間財務諸表を使用し、中

間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

㈱の中間決算日は９月30日であ

り、中間連結財務諸表の作成に当

たっては、３月31日に実施した仮

決算に基づく中間財務諸表を使用

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ている。 

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 

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 

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 

     中間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） 

    時価のないもの 

     移動平均法による原価法 

 

  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 

     同左 

 

  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 

     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） 

    時価のないもの 

     同左 

 

  ②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。 

 

  ②たな卸資産 

   同左 

 

  ②たな卸資産 

   同左 

 

 

―  ― 27



 
前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

  ③デリバティブ取引 

   時価法によっている。 

  ③デリバティブ取引 

   同左 

  ③デリバティブ取引 

   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) 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 

 

  ②無形固定資産 

   同左 

 (3) 繰延資産の処理方法 

   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 

   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。 

 

 (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。 

 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

   同左 

 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

   同左 

  

―――――― 

  ②定期修繕引当金 

製造設備の定期修繕に要する

支出に備えるため、その支出見

込額に基づき、当中間連結会計

期間に負担すべき金額を計上し

ている。 

 

 

―――――― 

  ③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

中間連結会計期間に負担すべき

金額を計上している。 

 

  ③賞与引当金 

   同左 

 

  ③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。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(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。 

 

  ④構造改善費用等引当金 

   同左 

  ④構造改善費用等引当金 

   同左 

  ⑤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、当中間連結会計

期間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。 

  ⑤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、当中間連結会計

期間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。

  ⑤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。 

  

   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。 

 

   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。 

 

  ⑥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

く当中間連結会計期間末要支給

額を計上している。 

  

  ⑥役員退職慰労引当金 

   同左 

 

  ⑥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。 

 (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。 

 

 (4) 重要なリース取引の処理方法

   同左 

 (5) 重要なリース取引の処理方法

   同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

 (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。 

 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 

   同左 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

  ①ヘッジ会計の方法 

   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 

  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

的で行な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 

  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 

 

  ④ヘッジ有効性評価の方法 

   同左 

 (7) その他中間連結財務諸表作成

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。 

 

 (6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  消費税等の会計処理の方法 

   同左 

 

 (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。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  中間連結キャッシュ・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。 

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

   同左 

５ 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。 
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会計処理の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

 

―――――― 

 

(定期修繕引当金) 

製造設備の定期修繕に要する支出

は、従来、支出時からその効果の及

ぶ期間で費用計上していたが、財務

の健全化及び期間損益のより適正化

を図るため、当中間連結会計期間か

ら定期修繕引当金を計上することと

した。 

これにより、従来の方法によった

場合に比べ、営業利益及び経常利益

は27百万円、税金等調整前中間純利

益は922百万円減少している。 

なお、セグメントに与える影響は

（セグメント情報）に記載してい

る。 

 

 

―――――― 

 

表示方法の変更 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

(中間連結損益計算書) 

１ 当中間連結会計期間において「貸倒引当金戻入

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、前中間連結会計期間

は特別利益の「その他」に含まれており、その金額

は、127百万円である。 

２ 当中間連結会計期間において「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、前中間連結

会計期間は特別利益の「その他」に含まれており、

その金額は、180百万円である。 

３ 当中間連結会計期間において「退職給付引当金戻

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、前中間連結会計期

間は特別利益の「その他」に含まれており、その金

額は、７百万円である。 

 

(中間連結剰余金計算書) 

 前中間連結会計期間において掲記していた役員賞与の

うち「監査役賞与」(当中間連結会計期間金額１百万円)

は、重要性がないため掲記しないこととした。 

 

(中間連結損益計算書) 

 前中間連結会計期間において独立科目で掲記していた

「貸倒引当金戻入額」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、特別利益の「その他」に含

めて表示している。なお、当中間連結会計期間の金額

は、71百万円である。 
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追加情報 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日  
至 平成15年12月31日) 

（１株当たり情報） 
 当中間連結会計期間から「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。 
 

 
―――――― 

 
――――― 

（税効果会計） 
 「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、当中間連結会計期間の繰
延税金資産及び繰延税金負債の計
算(但し、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690百万円減少し、法人税等
調整額が663百万円、その他有価証
券差額金が26百万円、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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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 
 

前中間連結会計期間末 
(平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成16年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成15年12月31日) 

１ 

※１ 有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額は632,874百

万円である。 

 

１ 

※１ 有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額は596,146百

万円である。 

 

１ 

※１ 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。 

※２ 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。 

※２ 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。 

※２ 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 

(百万円) 

債務の内容 

(百万円) 

工場財団 225,190 
支払手形及
び買掛金

642 

建物及び 
構築物 

13,060 短期借入金 530 

機械装置及び 

運搬具 
496 長期借入金 95,011＊

土地 27,589 
固定負債 
「その他」

1,914 

投資有価証券 1,973   

計 268,307  98,097 

 ＊１年以内返済予定額を含む 

 

担保提供資産
金額

(百万円)

債務の内容 

(百万円) 

工場財団 205,817
支払手形及
び買掛金

491

建物及び 
構築物 

12,918 長期借入金 85,180＊

機械装置及び

運搬具 
475

固定負債 
「その他」

1,744

土地 26,905  

投資有価証券 8,632  

計 254,746  87,415

 ＊１年以内返済予定額を含む 

 

担保提供資産 
金額 

(百万円) 

債務の内容 

(百万円) 

工場財団 207,717 
支払手形 
及び買掛金

738

建物及び 
構築物 

12,632 短期借入金 669

機械装置及び 
運搬具 

484 長期借入金 96,138＊

土地 29,184 
「その他」
固定負債 

1,829

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 

 

※３ 受取手形割引高 1,596百万円 

   受取手形 
   裏書譲渡高 

101 

  

※３ 受取手形割引高 1,136百万円

    

  

※３ 受取手形割引高 975百万円

   
   

 

  

 

―――――― 

 

 

 

 

  

  

  
 

 

―――――― 

 

 

 

 

 

  

  
 

※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 当社連結子会社（昭光通商

㈱）においては、運転資金の効

率的な調達を行うため取引銀行

３行と貸出コミットメント契約

を締結している。この契約に基

づく当中間連結会計期間末の借

入金未実行残高は、次の通りで

ある。 

 

   
コミットメント

ラインの総額 
2,000百万円

   貸出実行残高 ― 

   差引額 2,000 
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前中間連結会計期間末 
(平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間末 
(平成16年６月30日) 

前連結会計年度末 
(平成15年12月31日) 

２ 偶発債務 

 保証債務 

保証先 
保証金額 

(百万円) 
保証内容 

日本アサハン 
アルミニウム㈱ 

16,420 ＊1 銀行借入金 

従業員 1,120 ＊2 
従業員住宅 
融資 

日本アマゾン 
アルミニウム㈱ 

428 ＊3 銀行借入金 

ハイモールド・プラ
イベイト・リミテッ
ド 

300 ＊3 銀行借入金 

上海昭和高分子 
有限公司 

294 ＊3 銀行借入金 

その他 290 ＊3 銀行借入金 

計 18,851  

＊1  連結会社負担額は 12,315百万円であ

る。 

＊2  連結会社負担額は 1,026百万円であ

る。 

＊3  外貨による保証債務 1,490千米ドル

他が含まれている。 

 

２ 偶発債務 

 保証債務 

保証先 
保証金額

(百万円)
保証内容

日本アサハン 
アルミニウム㈱ 

14,457＊1

＊3
銀行借入金

日本ポリエチレン㈱ 1,970 銀行借入金

従業員 832＊2
従業員住宅
融資 

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 

325＊3 銀行借入金

上海昭和高分子 
有限公司 

263＊3 銀行借入金

日本アマゾン 
アルミニウム㈱ 

   175＊3 銀行借入金

その他 441＊3 銀行借入金

計 18,462  

＊1  連結会社負担額は10,843百万円であ

る。 

＊2  連結会社負担額は750百万円である。

＊3  外貨による保証債務94,327千米ドル

他が含まれている。 

 

２ 偶発債務 

 保証債務 

保証先 
保証金額 

(百万円) 
保証内容

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 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 

24,192百万円減少し、資金化して

いない部分 6,038百万円は流動資

産の「その他」に計上している。 

 

４ 厚生年金基金の代行部分の返上 

  当中間連結会計期間末における

返還相当額は、22,524百万円であ

る。 

３ 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 

23,517百万円減少し、資金化して

いない部分 6,623百万円は流動資

産の「その他」に計上している。

 

４ 厚生年金基金の代行部分の返上

  当中間連結会計期間末における

返還相当額は、22,221百万円であ

る。 

 

３ 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 6,129百万円は流動資

産の「その他」に計上している。

 

４ 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。
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(中間連結損益計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

※１ 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 11,050百万円 

給与手当 9,948 

販売手数料 3,188 

 

   一般管理費に含まれる研究開

発費は 7,650百万円であり、上

記各要素他に含まれている。 

  

※１ 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 9,281百万円

給与手当 10,784 

販売手数料 2,948 

 

 

  

※１ 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。

  

※２ 固定資産除却損及び売却損の

うち主なものは、機械装置及び

運搬具の除却損及び土地の売却

損である。 

  

※２ 同左 

  

※２ 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。 

  

※３ 特別退職金の主なものは、早

期退職に伴う加算金である。 

  

※３ 同左 

  

※３ 同左 

  

   

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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６月30日) 

 現金及び 
 預金勘定 

24,046百万円

 預入期間が 
 ３ヶ月を超える 
 定期預金 

△574 

 現金及び 
 現金同等物 

23,472 

  

 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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16年６月30日)

 現金及び 
 預金勘定 

29,147百万円

 預入期間が 
 ３ヶ月を超える 
 定期預金 

△183 

 現金及び 
 現金同等物 

28,964 

  

 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 

  

   

 

 

 



(リース取引関係) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(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、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

中間期末 

残高 

相当額 

(百万円) 

機械装置 

及び運搬具 
13,668 7,046 6,622 

その他の有形

固定資産 
1,161 720 441 

無形固定資産 366 186 179 

合計 15,194 7,953 7,242 

 (注)取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産等の中間期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利子込

み法により算定している。 

 

(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中間期

末残高相当額 

 

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

中間期末

残高

相当額

(百万円)

機械装置 

及び運搬具 
16,603 7,191 9,412

その他の有形

固定資産 
1,157 618 539

無形固定資産 402 210 192

合計 18,163 8,019 10,144

 (注)     同左  

 

(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 

相当額 

(百万円) 

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(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)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

等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) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 2,038百万円

１年超 5,204 

合計 7,242 

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産等の中

間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) 未経過リース料中間期末残高相

当額 

１年内 2,121百万円

１年超 8,023 

合計 10,144 

(注)      同左 

(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)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

有形固定資産等の期末残高等に

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。

 

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 1,157百万円

減価償却費相当額 1,157 

  

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額 

支払リース料 1,226百万円

減価償却費相当額 1,226 

  

(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 

 

(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 

  未経過リース料 

１年内 1,751百万円

１年超 4,710 

合計 6,462 
  

２ オペレーティング・リース取引

  未経過リース料 

１年内 1,739百万円

１年超 2,987 

合計 4,725 
  

２ オペレーティング・リース取引

  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) 

前中間連結会計期間末 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

前中間連結会計期間末(平成15年６月30日) 

 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円) 

(1) 株式 33,916 32,132 △1,784

(2) 債券  

   社債 79 79 0

(3) その他 79 51 △28

合計 34,074 32,262 △1,812

（注）１．当中間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、155百万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、中間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。 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

前中間連結会計期間末(平成15年６月30日) 

 

中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

 地方債 23

 非公募社債 1,001

(2) その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 14,742

 優先出資証券 1,000

 非公募地方債 115
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当中間連結会計期間末 

 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

当中間連結会計期間末(平成16年６月30日) 

 
取得原価 
(百万円) 

中間連結貸借 
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円) 

(1) 株式 29,624 43,377 13,753

(2) その他 19 15 △4

合計 29,643 43,392 13,749

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

当中間連結会計期間末(平成16年６月30日) 

 

中間連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

 地方債 21

 非公募社債 1,001

(2) その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 23,172

 優先出資証券 1,000

 非公募地方債 115
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前連結会計年度末 

 

１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

   該当事項なし 

 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度末(平成15年12月31日) 

 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借 
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円) 

(1) 株式 31,608 36,162 4,554

(2) その他 16 15 △1

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。 

 

３ 時価評価されていない主な有価証券 

前連結会計年度末(平成15年12月31日) 

 

連結貸借対照表計上額(百万円) 

(1) 満期保有目的の債券 

 地方債 23

 非公募社債 1,001

(2) その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 23,142

 優先出資証券 1,000

非公募地方債 115
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１ 金利関連 

前中間連結会計期間末(平成15年６月30日現在) 

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) 

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 4,136 1,963 △58 △58

合計 ― ― ― △58

(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。 

 

当中間連結会計期間末 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１ 金利関連 

当中間連結会計期間末(平成16年６月30日現在) 

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) 

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 500 500 △22 △22

合計 ― ― ― △22

(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。 

 

前連結会計年度末 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１ 金利関連 

前連結会計年度末(平成15年12月31日現在) 

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) 

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 2,387 1,187 △40 △40

合計 ― ― ― △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。 

 

 



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成15年１月１日 至 平成15年６月30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)

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

120,929 37,588 44,499 25,492 117,129 345,636 ― 345,636

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

1,044 605 254 93 9,372 11,368 (11,368) ―

計 121,973 38,193 44,753 25,585 126,501 357,004 (11,368) 345,636

営業費用 116,131 35,640 40,946 24,505 121,242 338,464 (8,887) 329,577

営業利益 5,842 2,553 3,807 1,080 5,259 18,541 (2,481) 16,059

 

(注) １ 事業の区分の方法 

  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 当中間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2,790百万円減少、化学品で2,790百万円増加している。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2,722百万円であり、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。 
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当中間連結会計期間(自 平成16年１月１日 至 平成16年６月30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)

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

117,258 38,550 51,412 26,698 114,366 348,284 ― 348,284

(2) セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

1,003 446 260 128 9,572 11,409 (11,409) ―

計 118,262 38,996 51,672 26,826 123,938 359,693 (11,409) 348,284

営業費用 110,636 37,337 44,789 24,058 117,613 334,433 (8,375) 326,058

営業利益 7,625 1,658 6,883 2,768 6,325 25,260 (3,034) 22,226

 

(注) １ 事業の区分の方法 

  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 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3,204百万円であり、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 「会計処理の変更」の「定期修繕引当金」に記載の通り、当中間連結会計期間より定期修繕引当金を設

定している。この変更により、「石油化学」の営業利益が27百万円減少している。 
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前連結会計年度(自 平成15年１月１日 至 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)

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

 

(注) １ 事業の区分の方法 

  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。 
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【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成15年１月１日 至 平成15年６月30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) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

309,735 35,901 345,636 ― 345,636

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

10,213 1,435 11,648 (11,648) ―

計 319,948 37,337 357,284 (11,648) 345,636

営業費用 302,758 35,745 338,503 (8,926) 329,577

営業利益 17,190 1,592 18,781 (2,722) 16,059

 
(注) １ 国又は地域の区分は、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2,722百万円であり、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。 

 

当中間連結会計期間(自 平成16年１月１日 至 平成16年６月30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) 

売上高  

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

315,587 32,697 348,284 ― 348,284

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

8,771 2,852 11,623 (11,623) ―

計 324,358 35,549 359,908 (11,623) 348,284

営業費用 300,905 33,572 334,477 (8,419) 326,058

営業利益 23,453 1,978 25,431 (3,204) 22,226

 
(注) １ 国又は地域の区分は、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3,204百万円であり、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 「会計処理の変更」の「定期修繕引当金」に記載の通り、当中間連結会計期間より定期修繕引当金を設

定している。この変更により、「日本」の営業利益が27百万円減少している。 
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前連結会計年度(自 平成15年１月１日 至 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) 

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

 

(注) １ 国又は地域の区分は、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。 
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【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成15年１月１日 至 平成15年６月30日) 

 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 54,427 27,115 81,542

Ⅱ 連結売上高(百万円) 345,636

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

15.7 7.8 23.6

 

当中間連結会計期間(自 平成16年１月１日 至 平成16年６月30日) 

 

 アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 63,569 26,412 89,981

Ⅱ 連結売上高(百万円) 348,284

Ⅲ 連結売上高に占める 
海外売上高の割合(％) 

18.3 7.6          25.8

 

前連結会計年度(自 平成15年１月１日 至 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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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日)

前連結会計年度 
(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 137円46銭 153円73銭 145円96銭 

１株当たり中間(当期)純利益 3円37銭 5円61銭 9円07銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 
―＊ 5円26銭 ―＊ 

   ＊ 希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していない。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上 

の基礎 

項目 
前中間連結会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日)

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利

益金額 
   

中間（当期）純利益（百万円） 3,839 6,382 10,317 

普通株主に帰属しない金額（百

万円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利

益（百万円） 
3,839 6,382 10,317 

普 通 株式 の 期中 平 均株 式数

（株） 
1,137,938,262 1,137,914,404 1,137,933,982 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（百

万円） 
― 146 ― 

（うち支払利息（税額相当額

控除後）） 
(―) (146) (―) 

（うち事務手数料（税額相当

額控除後）） 
(―) (1) (―) 

普通株式増加数（株） ― 102,710,403 ― 

（うち転換社債） (―) (27,300,567) (―) 

 （うち新株予約権付社債） (―) (75,409,836) (―) 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（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。 

― （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) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

当社と昭和電工エラストマー株式会

社との合併 

  当社は、平成15年８月12日開催

の取締役会において、当社の全

額出資の連結子会社である昭和

電工エラストマー株式会社と合

併することを決議し、同日合併

契約書を締結した。 

  なお、この合併は商法第413条

ノ３の規定による「簡易合併」

の手続きによる。 

  合併の概要は、次の通りであ

る。 

（１）合併の目的 

   合成ゴム「ショウプレン」の

製造、販売及び製品開発を一元

化し、コスト競争力の強化を図

るため。 

（２）合併の方法 

   当社は存続し、昭和電工エラ

ストマー株式会社は解散する。 

（３）合併に際して発行する株式 

   当社は、昭和電工エラストマ

ー株式会社の発行済株式の全部

を有するので、合併による新株

式の発行は行わない。 

（４）増加すべき資本金及び準備

金等 

 ①資本金の増加は行わない。 

 ②合併差益は、資本準備金、利益

準備金及び任意積立金その他の

留保利益の額として受け入れ

る。 

（５）合併期日 

   平成16年１月１日 

（６）合併の相手会社の概要 

①商号 

昭和電工エラストマー株式会社 

 ②事業内容 

  合成ゴムの製造及び販売 

 ③事業規模（平成14年12月期） 

   売上高   4,311百万円 

   当期純損失  204 〃 

   資産合計  5,275 〃 

   負債合計  2,246 〃 

   資本合計  3,028 〃 

   従業員数   102人 

１ 株式交換による平成ポリマー 

株式会社の完全子会社化 

  当社は、平成16年８月３日に、

株式交換により平成ポリマー株式

会社を完全子会社とした。 

（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。 

 

２ トレース・ストレージ・テクノ

ロジー社の第三者割当増資引き

受け及び技術供与に対するライ

センス料の受領 

当社は、トレース・ストレー

ジ・テクノロジー社の第三者割当

増資326,137千株を引き受け連結

子会社とするとともに、技術供与

を行った。 

(１) トレース・ストレージ・テク

ノロジー社の概要 

所在地   

台湾 新竹市 

資本の額（増資後）  

4,761,598千ＮＴ＄ 

   事業の内容   

ハードディスク及び基板の

製造、販売 

（２）第三者割当増資引き受け 

①異動の前後における当社の所有に

係る議決権の数及びその総株主の

議決権に対する割合 

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 

行使に際して 額と同額とす

払込をなすべ る。 

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
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前中間連結会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

 当社の所有議決権の数 

  異動前       －個 

異動後  326,137,000個 

総株主の議決権に対する割合 

異動前        －％

異動後       66.67％

②異動の理由 

当社グループのハードディス

ク事業の強化のため。 

③異動年月日 

  平成16年７月７日 

（３）技術供与に対するライセンス

料の受領 

①技術供与の内容 

 ガラスハードディスク、80Ｇ

Ｂ超のアルミハードディスク

等に関わる製造技術 

  ②ライセンス料 

   75,000千ＵＳ＄ 

③受領日 

   平成16年７月16日 

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会   

平成16年６月29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 

 

(2) 【その他】 

       該当事項なし。 



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

 

  
前中間会計期間末 

(平成15年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  8,475 12,736 9,057 

２ 受取手形 ※３ 6,009 4,220 6,041 

３ 売掛金  63,705 79,983 74,268 

４ たな卸資産  37,366 34,040 32,421 

５ その他  42,125 43,912 45,497 

６ 貸倒引当金  △3,691 △941 △910 

 流動資産合計   153,989 20.6 173,950 23.0  166,374 21.9

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 
※１
※２

  

(1) 建物  52,987 51,289 52,139 

(2) 機械装置  82,268 83,854 85,320 

(3) 土地  254,497 258,074 258,538 

(4) その他  33,232 26,669 25,357 

有形固定資産合計  422,984 419,886 421,355 

２ 無形固定資産  9,667 9,794 10,055 

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※２ 41,377 60,770 54,831 

(2) 関係会社株式 ※２ 90,704 73,766 78,996 

(3) その他  30,680 20,704 29,043 

(4) 貸倒引当金  △1,955 △1,880 △1,808 

投資その他の資産 
合計 

 160,807 153,361 161,062 

固定資産合計   593,458 79.4 583,041 77.0  592,472 78.1

資産合計   747,447 100.0 756,991 100.0  758,847 100.0
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前中間会計期間末 

(平成15年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金  60,864 67,351 73,543 

２ 短期借入金 ※２ 75,642 53,091 68,544 

３ 1年以内償還予定の 
社債 

 ― 5,500 ― 

４ 1年以内償還予定の 
転換社債 

 ― 28,884 ― 

５ １年以内返済予定の 
  長期借入金 

※２ 92,476 67,881 67,341 

６ 未払法人税等  78 141 108 

７ 定期修繕引当金  ― 15 ― 

８ 賞与引当金  870 1,018 809 

９ 構造改善費用等 
  引当金 

 3,880 4,636 4,929 

１０ その他  19,085 23,288 23,497 

流動負債合計   252,896 33.8 251,805 33.3  238,770 31.5

Ⅱ 固定負債    

１ 社債  39,000 36,500 42,000 

２ 転換社債  28,884 ― 28,884 

３ 新株予約権付社債  ― 23,000 ― 

４ 長期借入金 ※２ 216,530 219,569 232,813 

５ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

 23,842 24,012 23,889 

６ 退職給付引当金  6,329 5,878 5,710 

７ 定期修繕引当金  ― 458 ― 

８ その他  8,785 8,876 9,350 

固定負債合計   323,370 43.3 318,292 42.0  342,645 45.1

負債合計   576,265 77.1 570,097 75.3  581,415 76.6
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前中間会計期間末 

(平成15年６月30日) 

当中間会計期間末 

(平成16年６月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(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
(％)

金額(百万円) 
構成比
(％)

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   110,451 14.8 110,451 14.6  110,451 14.6

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金  8,174 8,874 8,174 

 ２ その他資本剰余金  ― 1 0 

資本剰余金合計   8,174 1.1 8,875 1.2  8,175 1.1

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金  555 905 555 

 ２ 任意積立金  ― 2,602 ― 

 ３ 中間（当期） 
未処分利益 

 18,653 22,603 21,656 

利益剰余金合計   19,208 2.6 26,110 3.4  22,211 2.9

Ⅳ 土地再評価差額金   34,738 4.6 34,985 4.6  34,806 4.6

Ⅴ その他有価証券 
  評価差額金 

  △1,373 △0.2 6,496 0.9  1,808 0.2

Ⅵ 自己株式   △17 △0.0 △24 △0.0  △20 △0.0

資本合計   171,182 22.9 186,894 24.7  177,432 23.4

負債・資本合計   747,447 100.0 756,991 100.0  758,847 100.0

    

 



② 【中間損益計算書】 

 

  
前中間会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間会計期間 

(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(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
(％)

金額(百万円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   227,047 100.0 245,397 100.0  461,994 100.0

Ⅱ 売上原価   195,191 86.0 207,017 84.4  395,909 85.7

売上総利益   31,856 14.0 38,380 15.6  66,085 14.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費   22,005 9.7 22,889 9.3  43,174 9.3

営業利益   9,851 4.3 15,492 6.3  22,911 5.0

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息  110 38 158 

 ２ その他  3,737 3,847 1.7 3,556 3,594 1.5 6,094 6,252 1.3

Ⅴ 営業外費用    

 １ 支払利息  4,495 3,582 7,715 

 ２ その他  2,746 7,241 3.2 4,083 7,665 3.1 8,480 16,195 3.5

経常利益   6,456 2.8 11,421 4.7  12,967 2.8

Ⅵ 特別利益 ※１  265 0.1 1,855 0.7  4,873 1.1

Ⅶ 特別損失 ※２  2,403 1.0 3,865 1.6  8,830 1.9

税引前中間（当期）
純利益 

  4,319 1.9 9,411 3.8  9,010 2.0

法人税、住民税及び
事業税 

 25 309 58 

法人税等調整額  2,345 2,370 1.0 3,382 3,691 1.5 3,932 3,990 0.9

中間（当期）純利益   1,949 0.9 5,721 2.3  5,020 1.1

前期繰越利益   16,625 16,549  16,625

土地再評価差額金 
取崩額 

  79 △179  11

合併による 
未処分利益受入額 

  ― 513  ―

中間（当期）未処分
利益 

  18,653 22,603  21,656
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１ 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 

 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 

   …中間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 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 

 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 

 

１ 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 

 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 

   …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 

   …同   左 

 

 (2) たな卸資産 

   総平均法に基づく原価法 

 

 (2) たな卸資産 

同   左 

 (2) たな卸資産 

    同   左 

 (3) デリバティブ 

    …時価法 

 

 (3) デリバティブ 

    …同   左 

 

 (3) デリバティブ 

    …同   左 

２ 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 

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 

  定額法 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 

    同   左 

 

 

 無形固定資産 

 同   左 

 

 

 

 長期前払費用 

    同   左 

 

２ 固定資産の減価償却の方法 

 有形固定資産 

     同   左 

 

 

 無形固定資産 

     同   左 

 

 

 

 長期前払費用 

     同   左 

 

３ 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。 
  

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

     同   左 
 

３ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

     同   左 
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前中間会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

  

 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 (2) 定期修繕引当金 

   製造設備の定期修繕に要する

支出に備えるため、その支出見

込額に基づき、当中間会計期間

に負担すべき金額を計上してい

る。 
  

  

 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
 

 (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、

当中間会計期間に負担すべき金

額を計上している。 
  

 (3) 賞与引当金 

     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、

当期に負担すべき金額を計上し

ている。 
  

 (3) 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。 
  

 (4) 構造改善費用等引当金 

     同   左 
  

 (3) 構造改善費用等引当金 

     同   左 
  

 (4) 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、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上している。 

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

ら費用処理している。 

 (5) 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

き当中間会計期間末において発

生していると認められる額を計

上している。 

   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

理することとしている。 
  

 (4) 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)により定

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。 

４ 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。 

 
 

４ リース取引の処理方法 

     同   左 
  

４ リース取引の処理方法 

     同   左 
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前中間会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

５ 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。 

 

 
  

５ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

     同   左 
  

５ 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 
  

 (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 

 

 (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 

 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

     同   左 

 

６ その他の中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

６ その他の中間財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

６ その他の財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

 消費税等の会計処理の方法 

   税抜方式によっている。 

 消費税等の会計処理の方法 

     同   左 

 消費税等の会計処理の方法 

     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。 
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会計処理の変更 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

 
 
  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

（定期修繕引当金） 
  製造設備の定期修繕に要する支
出は、従来、支出時からその効果
の及ぶ期間で費用計上していた
が、財務の健全化及び期間損益の
より適正化を図るため、当中間会
計期間から定期修繕引当金を計上
することとした。 

  これにより、従来の方法によっ
た場合に比べ、営業利益及び経常
利益は27百万円、税引前中間純利
益は922百万円減少している。 

 
 
   ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
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追加情報 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１ １株当たり情報 
 当中間会計期間から「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。 
 

 
 
  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 
 
  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 税効果会計 
 「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、当中間会計期間の繰延税金資産
及び繰延税金負債の計算(但し、平
成17年１月１日以降解消が見込まれ
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。 
 その結果、繰延税金資産の金額
(繰延税金負債を控除した金額)が
575百万円減少し、法人税等調整額
が545百万円、その他有価証券差額
金が30百万円、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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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

 

前中間会計期間末 
(平成15年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年６月30日) 

前事業年度末 
(平成15年12月31日) 

１  

 ※１ 有形固定 
    資産の減価 
    償却累計額 

411,799百万円 

  

１  

 ※１ 有形固定 
    資産の減価
    償却累計額

429,204百万円

  

１  

 ※１ 有形固定 
    資産の減価 
    償却累計額 

411,238百万円

  

 ※２ 担保提供資産 

  

   工場財団＊1 188,242百万円 

   建物 10,155 

   構築物 237 

   土地 22,395 

   計 221,029 

 

   (債務の名称及び金額) 

   長期借入金 
   ＊2 

81,341百万円 

   計 81,341 
 

 ※２ 担保提供資産 

 

   工場財団＊1 182,555百万円

   建物 10,271 

   構築物 248 

   土地 22,426 

   計 215,499 

 

   (債務の名称及び金額) 

   長期借入金 
   ＊2 

75,840百万円

   計 75,840 
 

 ※２ 担保提供資産 

 

   工場財団＊1 184,276百万円

   建物 9,961 

   構築物 232 

   土地 24,004 

   計 218,473 

 

   (債務の名称及び金額) 

   長期借入金 
   ＊2 

86,040百万円

   短期借入金 500 

   計 86,540 
 

  ＊1 子会社(昭和電工ＨＤ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12,495千米ドルに対する

担保提供資産を含んでい

る。 

  ＊2 一年以内返済予定額を含

む。 

 

  ＊1 子会社(昭和電工ＨＤマレ

ーシアSDN.BHD)の長期借入

金8,925千米ドルに対する

担保提供資産を含んでい

る。 

  ＊2 一年以内返済予定額を含

む。 

 

  ＊1 子会社(昭和電工ＨＤ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 一年以内返済予定額を含

む。 

 

   上記の他、子会社の金融機関

からの借入金9,100千米ドルの

担保として投資有価証券1,591

百万円を差し入れている。 

 

   上記の他、子会社の金融機関

からの借入金27,760千米ドルの

担保として投資有価証券4,017 

百万円、関係会社株式3,274百

万円を差し入れている。 

 

   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。 

 

 

 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 ※３ 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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前中間会計期間末 
(平成15年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年６月30日) 

前事業年度末 
(平成15年12月31日) 

２ 偶発債務 
 

２ 偶発債務 
 

２ 偶発債務 
 

  ① 保証債務 

保証先 
保証金額 
(百万円) 

日本アサハンアルミニウム㈱
＊1 

16,420 

日本ポリオレフィン㈱ 12,366 

昭和電工ＨＤマレーシア
SDN.BHD＊2 

2,920 

昭和アルミビューテック㈱ 1,400 

P.T.ショウワ・エステリン
ド・インドネシア＊2 

1,246 

ショウワ・アルミニウム・チ
ェコS.R.O.＊2 

1,062 

従業員＊3 1,012 

昭和電工ＨＤシンガポール・
プライベイト・リミテッド 

633 

ショウワ・アルミナム・マニ
ュファクチャリング・フィリ
ピン＊2 

554 

昭和電工研装㈱ 445 

日本アマゾンアルミニウム㈱
＊2 

428 

その他＊2 784 

計 39,269 

 

  ① 保証債務 

保証先 
保証金額
(百万円)

日本アサハンアルミニウム㈱
＊1＊2 

14,457

昭和電工ＨＤマレーシア
SDN.BHD ＊2 

2,084

日本ポリエチレン㈱ 1,970

P.T.ショウワ・エステリン
ド・インドネシア＊2 

1,193

昭和電工ＨＤシンガポール・
プライベイト・リミテッド*2

1,073

従業員＊3 752

昭和アルミビューテック㈱ 700

ショウワ・アルミナム・マニ
ュファクチャリング・フィリ
ピン＊2 

440

昭和電工研装㈱ 355

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＊2 

325

その他＊2 905

計 24,252
 

  ① 保証債務 

保証先 
保証金額
(百万円)

日本アサハンアルミニウム㈱
＊1 

15,446

日本ポリエチレン㈱ 2,455

昭和電工ＨＤマレーシア
SDN.BHD＊2、*4 

1,957

P.T.ショウワ・エステリン
ド・インドネシア＊4 

1,173

昭和電工ＨＤシンガポール・
プライベイト・リミテッド*4 

1,101

従業員＊3 831

昭和アルミビューテック㈱ 700

ショウワ・アルミニウム・チ
ェコS.R.O.＊4 

535

ショウワ・アルミナム・マニ
ュファクチャリング・フィリ
ピン＊4 

489

昭和電工研装㈱ 390

その他＊4 935

計 26,012
 

 ＊1 当社の負担額は12,315百万円
である。 

 ＊2 外貨による保証債務12,590千
米ドル他が含まれている。 

 ＊3 当社の負担額は918百万円で
ある。 

 

 ＊1 当社の負担額は10,843百万円
である。 

 ＊2 外貨による保証債務117,172
千米ドル他が含まれている。

 ＊3 当社の負担額は670百万円で
ある。 

 

 ＊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ＨＤマ
レーシアSDN.BHDへ商号変更
した。 

 ＊3 当社の負担額は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。 

 
  ② 保証予約 

昭和電工 
パッケージング㈱ 

1,400百万円

その他＊ 766 

計 2,166 
 

  ② 保証予約 

昭和電工 
パッケージング㈱ 

1,275百万円

その他＊ 205 

計 1,480 
 

  ② 保証予約 
昭和電工 
パッケージング㈱ 

1,358百万円

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 * 

173 

昭和電工アルミ販売㈱ 77 

計 1,608 
 

  ＊ 外貨による保証予約1,696千
ユーロが含まれている。 

 

  ＊ 外貨による保証予約898千ユ
ーロが含まれている。 

 

  ＊ 外貨による保証予約1,297千
ユーロである。 
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前中間会計期間末 
(平成15年６月30日) 

当中間会計期間末 
(平成16年６月30日) 

前事業年度末 
(平成15年12月31日) 

  ③ 経営指導念書 

対象会社 
対象金額 
(百万円) 

昭和電工パッケージング㈱ 350 

ショウワ・アルミナム・ 
タイランド・カンパニー・ 
リミテッド＊1 

237 

ショウワ・アルミナム・ 
コーポレーション・オブ・ 
アメリカ＊2 

120 

計 706 

 

  ③ 経営指導念書 

対象会社 
対象金額
(百万円)

ショウワ・アルミナム・ 
タイランド・カンパニー・ 
リミテッド＊1 

239

ショウワ・アルミナム・ 
コーポレーション・オブ・ 
アメリカ＊2 

217

昭和電工パッケージング㈱ 150

計 605

 

  ③ 経営指導念書 

対象会社 
対象金額
(百万円)

昭和電工パッケージング㈱ 350

ショウワ・アルミナム・ 
タイランド・カンパニー・ 
リミテッド＊ 

217

ショウワ・アルミナム・ 
コーポレーション・オブ・ 
アメリカ＊ 

107

計 674

 
＊1 外貨によるもの(100千タイバ

ーツ)である。 
 ＊2 外貨によるもの(1,000千米ド

ル)である。 
 

＊1 外貨によるもの(90,000千タ
イバーツ)である。 

 ＊2 外貨によるもの(2,000千米ド
ル)である。 

 

 ＊  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。 

 

３ 手形債権の流動化 
  受取手形12,308百万円を譲渡し

同額を「流動資産」の「その他」
に計上している。 

３ 手形債権の流動化 
  受取手形11,102百万円を譲渡し

同額を「流動資産」の「その他」
に計上している。 

３ 手形債権の流動化 
  受取手形14,883百万円を譲渡し

同額を「流動資産」の「その他」
に計上している。 

４ 厚生年金基金の代行部分の返上 
  当中間会計期間末における返還

相当額は、20,569百万円であ
る。 

４ 厚生年金基金の代行部分の返上
  当中間会計期間末における返還

相当額は、20,292百万円であ
る。 

４ 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。 
 

 
 

(中間損益計算書関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 10,051百万円 

   無形固定資産 482 

  

１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 9,762百万円

   無形固定資産 522 

  

１ 減価償却実施額 

   有形固定資産 20,488百万円

   無形固定資産 985 

  

２  

 ※１ 特別利益の内訳 

   投資有価証券 
   売却益 

189百万円 

   その他 76 

  

２  

 ※１ 特別利益の内訳 

   投資有価証券
   売却益 

1,835百万円

   その他 20 

  

２  

 ※１ 特別利益の内訳 

   投資有価証券 
   売却益 

775百万円

資源リサイク
ル設備補助金 

3,737 

   その他 360 

  

 ※２ 特別損失の内訳 

   固定資産 
   除却損 

250百万円 

   固定資産 
   売却損 

242 

      関係会社株式 

   評価損 
307 

   その他 1,604 

  

 ※２ 特別損失の内訳 

   固定資産 
   除却損 

261百万円

   固定資産 
   売却損 

254 

      構造改善費用

   等引当金 

   繰入額 

1,156 

   過年度定期 

修繕費用 
895 

その他 1,299 

  

 ※２ 特別損失の内訳 

   固定資産 
   除却損 

1,212百万円

   固定資産 
   売却損 

343 

   構造改善費用 
   等引当金 
   繰入額 

3,197 

   投資有価証券 
   評価損 

71 

   その他 4,006 

  

 



(リース取引関係) 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前事業年度 
(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 

 

(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中間

期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

中間期末 

残高 

相当額 

(百万円) 

機械装置 5,370 3,546 1,824 

工具器具 

備品 
275 230 45 

車両運搬具 96 78 18 

合計 5,741 3,854 1,887 

(注) 取得価額相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有形固定

資産の中間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。 

 

 

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、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額 

 

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

中間期末

残高 

相当額

(百万円)

機械装置 5,398 4,256 1,141

工具器具 

備品 
465 221 244

車両運搬具

他 
105 62 42

合計 5,968 4,540 1,428

(注)       同左 

 

 

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、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(百万円) 

減価償却 

累計額 

相当額 

(百万円) 

期末残高

相当額

(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) 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。 

 

(2)未経過リース料中間期末残高相

当額 

 

１年内 767百万円

１年超 1,121 

合計 1,887 

(注) 未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中間

期末残高が有形固定資産の中間

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)未経過リース料中間期末残高相

当額 

 

１年内 516百万円

１年超 912 

合計 1,428 

(注)       同左 

 

(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) 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。

 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

 

支払リース料 413百万円

減価償却費 
相当額 

 
413 

 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

 

支払リース料 420百万円

減価償却費 
相当額 

 
420 

 

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額 

 

支払リース料 925百万円

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。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

  

同左 

 

 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

 

    同左 
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前中間会計期間 

(自 平成15年１月１日 

    至 平成15年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 

至 平成16年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年１月１日 

      至 平成15年12月31日) 

 

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 1,698百万円

１年超 4,581 

合計 6,278 

 

（貸主側） 

 未経過リース料 

 

１年内 1,698百万円

１年超 4,581 

合計 6,278 
 

 

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 1,677百万円

１年超 2,904 

合計 4,581 

 

（貸主側） 

 未経過リース料 

 

１年内 1,677百万円

１年超 2,904 

合計 4,581 
 

 

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 
 

 
 



(有価証券関係) 

前中間会計期間末 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 

前中間会計期間末(平成15年６月30日) 

種類 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

子会社株式 
 
関連会社株式 

12,417

1,180

15,519 
 

1,590 

3,102

410

合計 13,597 17,109 3,511

 

当中間会計期間末 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 

当中間会計期間末(平成16年６月30日) 

種類 
中間貸借対照表計上額

(百万円) 
時価 

(百万円) 
差額 

(百万円) 

子会社株式 
 
関連会社株式 

12,417

1,180

15,793 
 

1,825 

3,376

645

合計 13,597 17,618 4,021

 

前事業年度末 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

 

前事業年度末(平成15年12月31日) 

種類 
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 
 
関連会社株式 

12,417

1,180

12,681 
 

1,550 

264

370

合計 13,597 14,231 634
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(１株当たり情報) 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日)

前事業年度 
(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 150円42銭 164円23銭 155円92銭 

１株当たり中間(当期)純利益 1円71銭 5円03銭 4円41銭 

潜在株式調整後 

１株当たり中間(当期)純利益 
―＊ 4円73銭 ―＊ 

    ＊ 希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載していない。 

（注）１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上 

の基礎 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日)

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日)

前事業年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日)

１株当たり中間（当期）純利益
金額 

   

中間（当期）純利益（百万円） 1,949 5,721 5,020 

普通株主に帰属しない金額（百

万円） 
― ― ― 

普通株式に係る中間(当期)純利

益（百万円） 
1,949 5,721 5,020 

普 通 株式 の 期中 平 均株 式数

（株） 
1,137,999,635 1,137,975,777 1,137,995,355 

潜在株式調整後１株当たり中

間（当期）純利益金額 
   

中間（当期）純利益調整額（百

万円） 
― 146 ― 

 （うち支払利息（税額相当額

控除後）） 
(―) (146) (―) 

 （うち事務手数料（税額相当

額控除後）） 
(―) (1) (―) 

普通株式増加数（株） ― 102,710,403 ― 

 （うち転換社債） (―) (27,300,567) (―) 

 （うち新株予約権付社債） (―) (75,409,836) (―) 

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間（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。 

― （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。 

 



(重要な後発事象) 

 

前中間会計期間 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年６月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成16年１月１日 
至 平成16年６月30日) 

前事業年度 
(自 平成15年１月１日 
至 平成15年12月31日) 

当社と昭和電工エラストマー株式会

社との合併 

 

「第５ 経理の状況 １ 中間連

結財務諸表等」中の「重要な後発事

象」に記載の通りである。 

１ 株式交換による平成ポリマー 

株式会社の完全子会社化 

 

２ トレース・ストレージ・テクノ

ロジー社の第三者割当増資引き

受け及び技術供与に対するライ

センス料の受領 

 

「第５ 経理の状況 １ 中間連

結財務諸表等」中の「重要な後発事

象」に記載の通りである。 

 

１ 新株予約権付社債の発行 

 

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 

 

「第５ 経理の状況 １ 中間連結

財務諸表等」中の「重要な後発事

象」に記載の通りである。 

 

(2) 【その他】 

      該当事項なし。 
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第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

 

(1) 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。 

     

(2) 
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。 

     

(3) 
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。 

     

(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23日 
関東財務局長に提出。 

     

(5) 
有価証券報告書 
及びその添付書類 

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

 
平成16年３月30日 
関東財務局長に提出。 

      

(6) 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３号（特定子会社
の異動）の規定に基づくものである。 

 
平成16年７月15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。 



中 間 監 査 報 告 書 
 

 

平成15年９月24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中間連結会

計期間(平成15年１月１日から平成15年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸

借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書につい

て中間監査を行った。 

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中

間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中

間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略し、また、連

結子会社等については、中間監査実施基準三に準拠して分析的手続、質問及び閲覧等から構成される監

査手続を実施した。 

中間監査の結果、中間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

妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し、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、中間連結財務諸表の表示方法は、「中間連結財務諸表の用語、様式及

び作成方法に関する規則」(平成11年大蔵省令第24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、上記の中間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15年６月

30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間(平成15年１月１日から平成15年６月

30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 
 



 
独立監査人の中間監査報告書 

平成 16 年 9月 22 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16年1月1日から平成16年12月31日までの連結会計年度の中

間連結会計期間（平成16年1月1日から平成16年6月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、

中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、

当監査法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資

者の判断を損なうような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。 

中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する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、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連

結財務諸表の作成基準に準拠して、昭和電工株式会社及び連結子会社の平成16年6月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間（平成16年1月1日から平成16年6月30日まで）の

経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

追記情報 

１ 会計処理の変更に記載のとおり会社は当中間連結会計期間から定期修繕引当金を計上するこ

ととした。 

２ 重要な後発事象１に記載のとおり平成16年８月３日に株式交換により平成ポリマー株式会社

を完全子会社とした。 

３ 重要な後発事象２に記載のとおり当社はトレース・ストレージ・テクノロジー社の第三者割

当増資を引き受け連結子会社とするとともに技術供与を行った。 

 

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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 
 



中 間 監 査 報 告 書 
 

 

平成15年９月24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期事業年度の中間会計

期間(平成15年１月１日から平成15年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及

び中間損益計算書について中間監査を行った。 

この中間監査に当たって、当監査法人は、一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠し、中

間監査に係る通常実施すべき監査手続を実施した。すなわち、この中間監査において当監査法人は、中

間監査実施基準二に準拠して財務諸表の監査に係る通常実施すべき監査手続の一部を省略した。 

中間監査の結果、中間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

と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し、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、中間財務諸表の表示方法は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する

規則」(昭和52年大蔵省令第38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、上記の中間財務諸表が昭和電工株式会社の平成15年６月30日現在の財政状態

及び同日をもって終了する中間会計期間(平成15年１月１日から平成15年６月30日まで)の経営成績に関

する有用な情報を表示しているものと認める。 

 

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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 

 



 
独立監査人の中間監査報告書 

平成 16 年 9月 22 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16年1月1日から平成16年12月31日までの第96期事業年度の

中間会計期間（平成16年1月1日から平成16年6月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸

借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間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中間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、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、

当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断

を損なうような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。 

中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する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、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸

表の作成基準に準拠して、昭和電工株式会社の平成16年6月30日現在の財政状態並びに同日をもって

終了する中間会計期間（平成16年1月1日から平成16年6月30日まで）の経営成績に関する有用な情報

を表示しているものと認める。 

 

追記情報 

１ 会計処理の変更に記載のとおり会社は当中間会計期間から定期修繕引当金を計上することと

した。 

２ 重要な後発事象１に記載のとおり株式交換により平成ポリマー株式会社を完全子会社とした。 

３ 重要な後発事象２に記載のとおり当社はトレース・ストレージ・テクノロジー社の第三者割

当増資を引き受け連結子会社とするとともに技術供与を行った。 

 

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、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

おります。 
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