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2018年の売上高は、エレクトロニクスセグメント
はモバイル用メディアの出荷が減少し減収となったも
のの、無機セグメントは2017年下期に実施した黒鉛
電極事業の統合効果の顕現と国際市況の上昇により大
幅な増収となり、石油化学セグメントはエチレン生産
設備の大型定期修理に伴う減産はあったものの、原料
ナフサ価格の上昇に伴う市況上昇により増収となりま
した。また、化学品、アルミニウム、その他、の3セ
グメントも主に数量増により増収となったため、総じ
て9,921億36百万円と、前期比2,117億49百万円、
27.1%増加となりました。

売上原価は、売上の増加に伴い前期比1,021億15
百万円、16.9%増加し7,050億3百万円となりました。

販売費および一般管理費は、輸送費等の増加により
前期に比べ73億40百万円、7.4%増加し1,071億
30百万円となりました。

なお、R&D支出額は11億96百万円増加の197億
35百万円となりました。

営業利益は、大型定期修理の影響があった石油化学
セグメントに加え、エレクトロニクス、アルミニウム
の2セグメントが減益となりましたが、無機セグメン
トは黒鉛電極事業の統合効果と市況の上昇等により大
幅に増益となり、化学品、その他、の2セグメントも
増益となり、総じて大幅増益となる1,800億3百万
円と、前期比1,022億95百万円、131.6%増加とな
りました。

石油化学
当セグメントでは、エチレン、プロピレンの生産は、

4年に1度実施するエチレン生産設備の定期修理の影
響により前期に比べ減少しました。

オレフィン事業はこれによる販売量の減少はありま
したが、原料ナフサ市況の上昇に伴い販売価格が上昇
し増収となりました。有機化学品事業は、酢酸エチ
ル、酢酸ビニル等の市況が改善し増収となり、総じて
増収となりました。

この結果、当セグメントの売上高は前期比177億
51百万円、7.1%増収となる2,688億79百万円とな
りましたが、営業利益は大型定期修理の影響に加え、
主にブタジエン原料、分解ガソリンのスプレッドの圧

縮があり130億24百万円、39.0%減益となる203
億33百万円となりました。

化学品
当セグメントでは、液化アンモニアの生産は前期に

比べ小幅に減少しましたが、電子材料用高純度ガスの
生産は増加しました。

基礎化学品事業は、液化アンモニアは数量減により
小幅に減収となりましたが、アクリロニトリル、クロ
ロプレンゴムは市況の上昇により増収となりました。
情報電子化学品事業は、半導体・ディスプレイ業界の
増産に伴い電子材料用高純度ガスの出荷が増加し増収
となりました。産業ガス事業は炭酸ガス・ドライアイ
スの数量増により、また機能性化学品事業は原料価格
上昇を受けた販売価格の上昇により、それぞれ増収と
なりました。

この結果、当セグメントの売上高は前期比77億82
百万円、5.2%増収の1,565億41百万円となり、営
業利益は9億19百万円、5.6%増益の173億93百万
円となりました。

エレクトロニクス
当セグメントでは、ハードディスクメディアの生産

は、データセンター向け需要は堅調に推移したもの
の、軟調なPC生産を受け前期に比べ減少しました。

ハードディスク事業はこれによる販売数量減により
減収となりました。化合物半導体は数量増により増収
となりましたが、レアアース磁石合金は下期の事業構
造改革により減収となりました。リチウムイオン電池
材料事業は、中国向け出荷が増加し増収となりました。

この結果、当セグメントの売上高は前期比172億
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41百万円、14.0%減収の1,058億23百万円となり、
営業利益は95億28百万円、43.5%減益の123億
97百万円となりました。

無機
当セグメントでは、黒鉛電極の生産は、顧客である

電炉鋼業界の増産を受け前期に比べ増加しました。
黒鉛電極事業は、中国の環境政策の厳格化に伴う電

炉鋼生産の拡大、旺盛な米国市場を始めとする世界的
な電炉鋼生産の増加等により需給が逼迫したため国際
市況が大きく上昇し、併せて前年下期の昭和電工カー
ボン・ホールディングGmbHの連結子会社化の通期
寄与もあり大幅増収となりました。セラミックス事業
は研削材、電子材料向けファインセラミックスの出荷
は増加しましたが、インドネシア・ケミカル・アルミ
ナ社からの撤退による汎用アルミナの数量減により減
収となりました。

この結果、当セグメントの売上高は前期比1,927
億7百万円、262.4%増収の2,661億49百万円とな
り、営業利益は1,254億66百万円､ 1,797.8%増益
の1,324億45百万円となりました。

アルミニウム
当セグメントでは、アルミ電解コンデンサー用高純

度箔の生産は前期に比べ増加しました。
アルミ圧延品事業は産業機器・車載向けにアルミ電

解コンデンサー用高純度箔の出荷が増加し増収となり
ました。アルミ機能部材事業は地金価格上昇に伴う市
況上昇により小幅に増収となりました。アルミ缶事業
は国内向けの数量減により小幅減収となりました。

この結果、当セグメントの売上高は前期比28億15

百万円、2.7%増収の1,082億54百万円となりました
が、営業利益は地金価格上昇等の影響を受け17億55
百万円、26.2%減益の49億42百万円となりました。

その他
当セグメントでは、主に昭光通商（株）の増収と、

パワー半導体用炭化ケイ素（SiC）エピタキシャルウェ
ハーの数量増により売上高は前期比97億89百万円、
7.3%増収の1,434億13百万円となり、営業利益は
22億60百万円、357.0%増益の28億93百万円と
なりました。

▶営業利益のセグメント別内訳
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国内の売上高は、石油化学セグメントにおいては、

4年に1度の大型定修はありましたが、原料ナフサ価
格の上昇に伴う製品価格の上昇により増収となりまし
た。化学品セグメントにおいては、半導体・ディスプ
レイ業界の増産に伴う電子材料用高純度ガスの出荷増
と、AN市況上昇により増収となりました。エレクトロ
ニクスセグメントにおいては、化合物半導体は数量増
により増収となりましたが、ハードディスク事業は数
量減となり、減収となりました。無機セグメントにお
いては、黒鉛電極は市況の上昇に加え、販売数量も増
加し、セラミックスは電子材料向け酸化チタン・放熱
フィラー等の数量が増加し、増収となりました。アル
ミニウムセグメントにおいては、アルミ電解コンデン
サー用高純度箔の販売数量増により、アルミ機能部材
はアルミ地金価格の上昇に伴う市況上昇により、それ
ぞれ増収となりました。その他セグメントでは、昭光
通商（株）の販売増に加え、能力増強しているSiCエピ
タキシャルウェハーの数量増により増収となりました。

この結果、当地域における売上高は471億70百万
円（9.4%）増加の5,513億33百万円となりました。

地域ごとの経営概況
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アジア地域（日本を除く）　
アジア地域の売上高は、石油化学セグメントにおい

ては、オレフィン事業の4年に1度の大型定修により
輸出が減少し減収となりました。化学品セグメントに
おいては、基礎化学品のクロロプレンゴムは輸出数
量増により、情報電子化学品事業は東アジアでの半導
体・ディスプレイ業界の増産に伴う電子材料用高純
度ガスの数量増により、機能性化学品事業は原料価格
上昇に伴う市況上昇により、それぞれ増収となりまし
た。エレクトロニクスセグメントにおいては、ハード
ディスクはPC向け数量減により減収となりました。
無機セグメントにおいては、黒鉛電極は国際市況の
上昇に加え、2017年第4四半期から連結子会社化し
た昭和電工カーボン・ホールディング GmbHの通期
寄与により増収となりました。アルミニウムにおいて
は、ベトナムのアルミ缶子会社、ハナキャン社の出荷
増により増収となりました。その他セグメントは、昭
光通商（株）の減収により減収となりました。　

この結果、当地域における売上高は前期比92億41
百万円（4.0%）増加の2,398億85百万円となりました。

上記以外の地域
主に無機セグメントにおいて、黒鉛電極国際市況の

上昇により、米国黒鉛電極子会社の昭和電工カーボン
Inc.は増収となり、2017年第4四半期に連結子会社
化した昭和電工カーボン・ホールディングGmbHの
通期寄与により増収となりました。

この結果、当地域における売上高は前期比1,553
億38百万円（340.8%）増加の2,009億19百万円と
なりました。

営業外損益は前期比126億58百万円改善の11億
99百万円の費用計上となりました。

金融収支は、主に受取利息の増加等により前期に比
べ5億78百万円支払減少の6億29百万円の支出とな
りました。

持分法投資損益は、前期にPT.インドネシア・ケミ
カル・アルミナ（ICA社）の減損損失計上に伴う持分
法投資損失を計上したため89億42百万円改善の12
億53百万円の収益となりました。

為替差損益は、台湾子会社において、前期は米ドル
に対して現地通貨高となり為替差損となりましたが、
当期は現地通貨安となり為替差益を計上するなどで前

MD&A （経営陣による分析）

総資産
当期末の総資産は、主に黒鉛電極事業の製品市況・

原材料の上昇により営業債権・棚卸資産等が増加し、
前期末比487億47百万円増加の1兆757億46百万
円となりました。現金および預金は359億38百万円
増加の1,131億86百万円となりました。

有形固定資産は、主に減損損失の計上により275
億27百万円減少の4,784億6百万円となりました。
投資その他の資産は、投資有価証券の期末の株式市場
の低下を受けた時価評価額の減少等により168億12
百万円減少の970億60百万円となりました。

有利子負債
負債合計は、営業債務は主に黒鉛電極事業の原材料

期比24億44百万円改善の3億47百万円の差損とな
りました。

この結果、経常利益は1,149億53百万円増加の
1,788億4百万円となりました。

特別損益は前期比199億75百万円損失が増加し
332億95百万円の損失となりました。

固定資産除却損及び売却損は、除却損が減少し前期
比1億33百万円改善の51億96百万円となりました。

当期の減損損失として、前期比153億69百万円
増加となる225億73百万円を特別損失に計上しまし
た。具体的には、飲料用アルミ缶製造設備（88億45 
百万円）、リチウムイオン電池材料製造設備（46億41 
百万円）等について、固定資産の減損処理を行いまし
た。このほか、当社の彦根事業所（59億67 百万円）、
先端技術開発研究所（18億64百万円）等において、
遊休資産に対して減損処理を行いました。

その他の特別利益は、投資有価証券売却益は前期比
11億13百万円増加の15億21百万円となりました。

その他の特別損失は、投資有価証券評価損の計上
など、総じて前期比17億92百万円減少の76億26
百万円となりました。

この結果、税金等調整前当期純利益は前期比949億
78百万円増益の1,455億9百万円となりました。

法人税等については、前期比179億42百万円増加
の287億56百万円となりました。

これにより、親会社株主に帰属する当期純利益は前
期比740億99百万円増益の1,115億3百万円となり
ました。

営業外損益および特別損益

財務状況
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市況の上昇により増加したものの、有利子負債は前期
末比587億58百万円減少の2,879億68百万円とな
り、総じて前期末比475億99百万円減少の6,104
億06百万円となりました。

純資産
純資産は、親会社株主に帰属する当期純利益の計上

等により前期末比963億46百万円増加の4,653億
40百万円となりました。

設備投資
当期の設備投資は、石油化学セグメントは大型定修

関連で増加し、その他セグメントはSiCエピタキシャ
ルウェハーの増強により増加しましたが、化学品セグ
メントは、情報電子化学品事業については前年のエッ
チングガスの大型投資が一巡し高水準ながら減少しま
した。エレクトロニクスセグメントでは、HDの投資
が減少したため、総じて、当期の設備投資総額は前期
比60百万円減少の417億27百万円となりました。

キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、主に親会社

株主に帰属する当期純利益の増加により前期に比べ
825億50百万円の収入増加となる1,497億85百万
円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前期と比べ
定期預金の払戻による収入が減少したこと等により、
前期に比べ194億72百万円の支出増加となる493
億38百万円の支出となりました。

この結果、フリー・キャッシュ・フローは、前期に
比べ630億78百万円の収入増加となる1,004億47
百万円の収入となりました。

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、前期に比べ426億91百万円の支出増
加となる610億61百万円の支出となりました。

この結果、当期末の現金および現金同等物は、為替
変動の影響等も含め、前期末に比べ360億2百万円
増加となる1,128億35百万円となりました。
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連結貸借対照表
（単位：百万円）

前連結会計年度
（2017年12月31日）

当連結会計年度
（2018年12月31日）

資産の部

　流動資産

現金及び預金 77,248 113,186

受取手形及び売掛金 176,021 203,730

商品及び製品 54,903 65,882

仕掛品 15,829 26,160

原材料及び貯蔵品 44,181 60,758

繰延税金資産 6,898 3,747

その他 34,964 28,202

貸倒引当金 △ 2,849 △ 1,386

流動資産合計 407,194 500,280

　固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 85,930 78,777

機械装置及び運搬具（純額） 151,634 146,764

工具、器具及び備品（純額） 7,109 6,773

土地 244,713 234,987

建設仮勘定 16,548 11,106

有形固定資産合計 505,933 478,406

無形固定資産

　 その他 12,817 14,950

無形固定資産合計 12,817 14,950

投資その他の資産

投資有価証券 89,167 71,886

退職給付に係る資産 232 249

繰延税金資産 1,080 1,590

その他 20,805 16,717

貸倒引当金 △ 10,229 △ 8,332

投資その他の資産合計 101,054 82,109

固定資産合計 619,805 575,466

　資産合計 1,026,999 1,075,746

連結財務諸表
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2017年12月31日）

当連結会計年度
（2018年12月31日）

負債の部

　流動負債

支払手形及び買掛金 120,762 139,420

短期借入金 86,699 61,747

1年内返済予定の長期借入金 57,432 41,403

コマーシャル・ペーパー 5,000 20,000

未払金 67,082 56,471

修繕引当金 4,143 64

賞与引当金 2,949 3,516

株式給付引当金 5 5

事業構造改善引当金 137 129

その他 27,625 39,425

流動負債合計 371,835 362,181

　固定負債

社債 42,000 42,000

長期借入金 155,594 122,818

繰延税金負債 12,880 6,683

再評価に係る繰延税金負債 32,488 32,324

修繕引当金 117 1,102

株式給付引当金 96 156

事業構造改善引当金 3,574 2,876

債務保証損失引当金 2,640 －

退職給付に係る負債 18,966 22,018

その他 17,814 18,248

固定負債合計 286,170 248,226

　負債合計 658,005 610,406

純資産の部 　

　株主資本 　

資本金 140,564 140,564

資本剰余金 61,663 78,911

利益剰余金 100,076 197,717

自己株式 △ 10,503 △ 11,659

株主資本合計 291,800 405,532

　その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 16,547 7,489

繰延ヘッジ損益 3,781 836

土地再評価差額金 29,541 33,281

為替換算調整勘定 15,516 7,069

退職給付に係る調整累計額 △ 4,716 △ 8,244

その他の包括利益累計額合計 60,670 40,431

　非支配株主持分 16,524 19,377

　純資産合計 368,994 465,340

負債純資産合計 1,026,999 1,075,746
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連結損益計算書及び連結包括利益計算書（連結損益計算書）
（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2017年1月1日

至 2017年12月31日）

当連結会計年度
（自 2018年1月1日

至 2018年12月31日）
売上高 780,387 992,136
売上原価 602,888 705,003
売上総利益 177,498 287,133
販売費及び一般管理費 99,790 107,130
営業利益 77,708 180,003
営業外収益

受取利息 581 809
受取配当金 1,312 1,545
持分法による投資利益 － 1,253
固定資産賃貸料 1,381 1,366
雑収入 1,166 1,248
営業外収益合計 4,441 6,221

営業外費用
支払利息 3,100 2,983
持分法による投資損失 7,689 －
操業休止費用 1,579 1,479
雑支出 5,930 2,959
営業外費用合計 18,298 7,420

経常利益 63,851 178,804
特別利益

投資有価証券売却益 408 1,521
負ののれん発生益 7,141 －
子会社清算益 15 361
その他 1,067 218
特別利益合計 8,632 2,100

特別損失
固定資産除売却損 5,329 5,196
減損損失 7,204 22,573
債務保証損失引当金繰入額 2,640 －
その他 6,778 7,626
特別損失合計 21,952 35,395

税金等調整前当期純利益 50,531 145,509
法人税、住民税及び事業税 8,053 25,669
法人税等調整額 2,761 3,087
法人税等合計 10,814 28,756
当期純利益 39,717 116,752
非支配株主に帰属する当期純利益 2,313 5,249
親会社株主に帰属する当期純利益 37,404 111,503

連結財務諸表
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（連結包括利益計算書）
（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2017年1月1日

至 2017年12月31日）

当連結会計年度
（自 2018年1月1日

至 2018年12月31日）

当期純利益 39,717 116,752

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 12,133 △ 9,127

繰延ヘッジ損益 3,479 △ 2,942

為替換算調整勘定 1,519 △ 7,667

退職給付に係る調整額 6,294 △ 3,556

持分法適用会社に対する持分相当額 22 △ 1,405

その他の包括利益合計 23,447 △ 24,697

包括利益  63,165 92,055

（内訳）

　親会社株主に係る包括利益 60,579 87,463

　非支配株主に係る包括利益 2,586 4,593
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（単位：百万円）

当連結会計年度
（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配
株主
持分

純資産
合計資本金 資本剰

余金
利益

剰余金
自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地再評
価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る 
調整 

累計額

その他の
包括利益
累計額
合計

当期首残高 140,564 61,663 100,076 △10,503 291,800 16,547 3,781 29,541 15,516 △4,716 60,670 16,524 368,994

当期変動額 

　剰余金の配当 △10,117 △10,117 △10,117
　親会社株主に帰属する 

当期純利益 111,503 111,503 111,503

　自己株式の取得 △10,015 △10,015 △10,015

　自己株式の処分 17,248 8,859 26,107 26,107

　連結子会社の増加に伴う増加 　

　連結子会社の増加に伴う減少 　

　持分法の適用範囲の変動 △6 △6 △6

　非支配株主との取引に 
係る親会社の持分変動 0 0 0

　土地再評価差額金の取崩 △3,740 △3,740 △3,740

　その他 　 － 　
　株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） － △9,058 △2,945 3,740 △8,447 △3,528 △20,239 2,853 △17,387

当期変動額合計 － 17,248 97,641 △1,157 113,732 △9,058 △2,945 3,740 △8,447 △3,528 △20,239 2,853 96,346

当期末残高 140,564 78,911 197,717 △11,659 405,532 7,489 836 33,281 7,069 △8,244 40,431 19,377 465,340

連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2017年1月1日 至 2017年12月31日）

株主資本 その他の包括利益累計額

非支配
株主
持分

純資産
合計資本金 資本剰

余金
利益

剰余金
自己
株式

株主
資本
合計

その他
有価証券

評価
差額金

繰延
ヘッジ
損益

土地再評
価差額金

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る 
調整 

累計額

その他の
包括利益
累計額
合計

当期首残高 140,564 62,033 65,358 △10,502 257,453 4,519 320 31,026 14,239 △10,996 39,107 14,671 311,231

当期変動額 

　剰余金の配当 △4,285 △4,285 △4,285
　親会社株主に帰属する 

当期純利益 37,404 37,404 37,404

　自己株式の取得 △11 △11 △11

　自己株式の処分 0 10 10 10

　連結子会社の増加に伴う増加 229 229 229

　連結子会社の増加に伴う減少 △97 △97 △97
　非支配株主との取引に 

係る親会社の持分変動 △370 △370 △370

　土地再評価差額金の取崩 1,486 1,486 1,486

　その他 △20 △20 △20
　株主資本以外の項目の当期

変動額（純額） － 12,028 3,461 △1,485 1,277 6,281 21,563 1,854 23,416

当期変動額合計 － △370 34,718 △1 30,347 12,028 3,461 △1,485 1,277 6,281 21,563 1,854 57,763

当期末残高 140,564 61,663 100,076 △10,503 291,800 16,547 3,781 29,541 15,516 △4,716 60,670 16,524 368,994

連結財務諸表
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連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2017年1月1日

至 2017年12月31日）

当連結会計年度
（自 2018年1月1日

至 2018年12月31日）
営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 50,531 145,509
減価償却費 38,565 39,459
減損損失 7,204 22,573
負ののれん償却額 △ 12 △ 19
貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,757 △ 2,134
事業構造改善引当金の増減額（△は減少） 2,106 △ 704
債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 2,640 △ 2,640
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △ 10,610 3,522
受取利息及び受取配当金 △ 1,893 △ 2,354
支払利息 3,100 2,983
持分法による投資損益（△は益） 7,689 △ 1,253
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） △ 358 1,062
固定資産除却損 5,310 4,851
固定資産売却損益（△は益） △ 880 141
売上債権の増減額（△は増加） △ 23,253 △ 29,583
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 12,005 △ 40,469
仕入債務の増減額（△は減少） 10,172 20,397
その他 △ 8,712 6,162
小計 72,351 167,506
利息及び配当金の受取額 4,410 4,005
利息の支払額 △ 2,828 △ 4,269
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △ 6,698 △ 17,457
営業活動によるキャッシュ・フロー 67,235 149,785

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △ 9,606 △ 172
定期預金の払戻による収入 23,268 210
有形固定資産の取得による支出 △ 38,872 △ 41,269
有形固定資産の売却による収入 1,067 392
投資有価証券の取得による支出 △ 1,646 △ 703
投資有価証券の売却による収入 15,086 3,975
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 14,827 －
短期貸付金の純増減額（△は増加） △ 754 197
長期貸付けによる支出 △ 1,045 △ 2,950
長期貸付金の回収による収入 609 672
その他 △ 3,145 △ 9,690
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 29,866 △ 49,338

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少） 19,921 △ 24,507
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） － 15,000
長期借入れによる収入 22,328 33,206
長期借入金の返済による支出 △ 44,813 △ 81,559
社債の償還による支出 △ 10,000 －
自己株式の取得による支出 △ 12 △ 10,016
自己株式の売却による収入 0 26,104
配当金の支払額 △ 4,277 △ 10,084
非支配株主への配当金の支払額 △ 1,648 △ 2,365
その他 130 △ 6,840
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 18,370 △ 61,061

現金及び現金同等物に係る換算差額 953 △ 3,231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 19,952 36,154
現金及び現金同等物の期首残高 56,186 76,833
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 696 －
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △ 153
現金及び現金同等物の期末残高 76,833 112,835
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＊2016年7月1日付で普通株式につき10株を1株とする株式併合を行いました。

（注）持株比率は発行済株式総数から自己株式（3,549千株）を控除して算出して
おります。

会社が発行する株式の総数　330,000,000株 

株主名
当社への出資状況

所有株式数（千株） 持株比率（%）

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 9,866 6.75

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 7,260 4.97

富国生命保険相互会社 4,517 3.09

第一生命保険株式会社 3,600 2.46

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口 9） 3,215 2.20

明治安田生命保険相互会社 2,645 1.81

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口 5） 2,554 1.75

GOLDMAN SACHS 
INTERNATIONAL 2,432 1.66

INDUS JAPAN LONG ONLY 
MASTER FUND, LTD 2,397 1.64

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口 7） 2,172 1.49

発行済株式総数 149,711,292 株

株主数 75,333 名

株式情報

 ■ 上位10名の株主 株式数合計

149,711

自己株式
3,549
2.37％

金融機関
57,442
38.37％

外国法人等
45,890
30.65％

個人その他
29,717
19.85％

証券会社
7,013
4.68％

国内法人
6,101
4.07％

 ■ 株式の所有者状況（千株）

株式情報 （2019年6月末日現在）
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