
MD&A（経営陣による分析）

経営成績

　2019年の売上高は、化学品セグメントは小幅増収となり
ましたが、無機セグメントは黒鉛電極の減産による販売数
量減、石油化学セグメントは市況低下で減収となるなど、5

セグメントで減収となり、総じて減収となる9,064億54百万
円（前期比8.6%減）となりました。
　売上原価は、売上高の減少に伴い前期比338億46

百万円、4.8%減少し、6,711億57百万円となりました。　
　販売費および一般管理費は、ILAGグループ買収にかか
るM&A費用計上等により前期比73億69百万円、6.9%増
加し、1,144億99百万円となりました。
　なお、R&D支出額は21億15百万円、10.3%増加の227

億20百万円となりました。
　営業利益は、その他セグメントは増益となりましたが、無
機セグメントは黒鉛電極事業で減産を実施し、エレクトロニ
クスセグメントではハードディスク事業でPC向けに出荷数量
が減少するなど5セグメントで減益となり、総じて減益となる

1,207億98百万円（同32.9%減）となりました。

各セグメントの状況

⽯油化学セグメント
　当セグメントでは、オレフィン事業は、前期に実施した4年
に1度のエチレン生産設備の定期修理が当期はなかったた
めエチレン・プロピレンの販売数量は増加しましたが、アジ
ア市場での石化製品需給の軟化を受けた市況低下により
減収となりました。有機化学品事業は、酢酸ビニル・酢酸
エチル等の市況低下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2,506億78百万円
（前期比6.8%減）となり、営業利益は172億1百万円（同

15.4%減）となりました。

化学品セグメント
　当セグメントでは、基礎化学品事業は、液化アンモニアと
クロロプレンゴムは前期並みとなりましたが、アクリロニトリ
ルは市況が下落し減収となり、総じて小幅の減収となりまし
た。情報電子化学品事業は、半導体・ディスプレイ業界の
生産調整を受け出荷減となり減収となりました。産業ガス事
業、機能性化学品事業は前期並みとなりました。また、取得
したコーティング材料事業の新規連結もあり、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1,574億80百万円
（前期比0.6%増）となりましたが、営業利益は減益の136億

56百万円（同21.5%減）となりました。

エレクトロニクスセグメント
　当セグメントでは、ハードディスク事業は軟調なPC向け出
荷に加え上期にデータセンター向け出荷がIT投資の減速を
受け減少したため、販売数量が減少し減収となりました。レ
アアース磁石合金は構造改革を実施したため減収となり、
化合物半導体は数量減で減収となりました。リチウムイオン
電池材料事業は中国市場のEV市場停滞等の影響を受け
数量減で減収となりました。当期よりその他セグメントから
移管したパワー半導体用炭化ケイ素（SiC）エピタキシャル
ウェハー事業は、電鉄向けは出荷が増加したものの輸出が
減少し減収となりました。
　この結果、当セグメントの売上高は964億45百万円（前
期比13.8%減）となり、営業利益は48億80百万円（同

64.0%減）となりました。

無機セグメント
　当セグメントでは、黒鉛電極事業は、欧州市場を中心と
する鉄鋼生産の鈍化と顧客在庫の取り崩しによる需給軟化
を受け年央から減産を行ったため販売数量が減少し、減収
となりました。セラミックス事業は、汎用アルミナ、研削材の
数量減に加え、電子材料向けファインセラミックスが電子部
品・材料業界の生産調整を受けたため、減収となりました。
　この結果、当セグメントの売上高は2,301億35百万円
（前期比13.5%減）となり、営業利益は892億56百万円
（同32.6%減）となりました。

アルミニウムセグメント
　当セグメントでは、アルミ圧延品事業のアルミニウム電解
コンデンサ用高純度箔は、産業機器・車載向け等需要業
界の生産調整を受け出荷が減少し減収となりました。アル
ミ機能部材事業は、主に自動車向け部材の出荷が減少し
減収となりました。アルミ缶事業は前期並みとなりました。
　この結果、当セグメントの売上高は975億42百万円（前
期比9.9%減）となり、営業利益は17億46百万円（同

64.7%減）となりました。

その他セグメント
　当セグメントでは、昭光通商（株）は合成樹脂事業、金属
セラミックス事業の市況低下等で減収となり売上高は

1,261億63百万円（前期比8.1%減）となりましたが、営業
利益は増益となる18億19百万円（同4.9%増）となりました。
なお、当期よりSiCエピタキシャルウェハー事業はその他セ
グメントからエレクトロニクスセグメントに移管しました。

地域ごとの経営概況

日本
　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度の大型定修のあった前期に比べ数量は増加しましたが、
原料ナフサ価格の低下に伴う製品価格の下落により減収と
なりました。化学品セグメントにおいては、情報電子化学品
事業は半導体・ディスプレイ業界の生産調整に伴い電子材
料用高純度ガスの出荷は減少し、基礎化学品事業はAN

市況の下落等により、それぞれ減収となりました。エレクトロ
ニクスセグメントにおいては、化合物半導体事業、レアアー
ス磁石合金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、黒鉛電極は市況上昇を受けて増収、セ
ラミックスは、電子材料向け酸化チタン・放熱フィラー等は
生産調整を受けて、減収となりました。アルミニウムセグメン
トにおいては、アルミニウム電解コンデンサ用高純度箔は産
業機器業界等の生産調整を受け出荷が減少し、アルミ機
能部材は主に自動車部材向け出荷が減少し、それぞれ減
収となりました。その他セグメントでは、昭光通商（株）は合
成樹脂等の市況低下を受けて減収となりました。
　この結果、当地域における売上高は前期比426億61

百万円（7.7%）減少の5,086億72百万円となりました。

売上⾼のセグメント別内訳
（億円）

営業利益のセグメント別内訳
（億円）
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セグメント区分変更：2017年よりリチウムイオン電池材料事業を「その他」から「エレクトロニク
ス」に変更しました。2016年実績は新セグメントに組み替えて表示しています。2019年よりSiC
エピタキシャルウェハー事業を「その他」から「エレクトロニクス」に変更しました。2018年実績
は新セグメントに組み替えて表示しています。
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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、
オレフィン事業は、4年に1度の大型定修を実施した前期に
比べ、輸出は増加し、増収となりました。化学品セグメントに
おいては、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調整に伴う電子材料用高純度ガスの数
量減により減収となりました。機能性化学品は中国向け数
量減等により減収となりました。また、コーディング材料事業
の新規連結が増収に寄与しました。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、黒鉛電極は需給軟
化を受けた減産の実施により出荷が減少し減収となりました。
　この結果、当地域における売上高は前期比142億14

百万円（5.9%）減少の2,256億71百万円となりました。

上記以外の地域
　主に無機セグメントにおいて、黒鉛電極事業は米国の販
売は増加しましたが、欧州市場を中心とする鉄鋼生産の鈍
化と顧客在庫の取り崩しによる需給軟化を受け、当社は主
に欧州拠点で年央から大幅な減産を行ったため欧州での
販売数量が減少し大きく減収となりました。また、化学品セ
グメントにおいて、コーティング材料事業を新規連結しました。
　この結果、当地域における売上高は前期比288億8百万
円（14.3%）減少の1,721億11百万円となりました。

営業外損益および特別損益

　営業外損益は前期比3億6百万円費用増加の15億5

百万円の費用計上となりました。
　金融収支は、主に支払利息の減少等により前期に比べ、

9億41百万円支払減少の3億12百万円の収入となりました。
　持分法投資損益は、主に合成樹脂製造会社において、
市況低下により前期に比べ5億5百万円減益の7億48百万
円の利益となりました。

　為替差損益は、台湾HD事業の子会社において、前期は
現地通貨に対して米ドル高となり為替差益となりましたが、
当期は現地通貨に対し米ドル安となり為替差損を計上する
などで、前期比3億81百万円の損失増加となる7億28百万
円の差損となりました。
　この結果、経常利益は595億11百万円減少の1,192億

93百万円となりました。
　特別損益は前期比118億85百万円損失が減少し214

億10百万円の損失となりました。
　固定資産除却損および売却損は、主に無機セグメント、
化学品セグメント等における老朽設備の除却損が発生し、

5億38百万円損失減少の44億55百万円となりました。
　当期の減損損失として、機能性化学品事業においては
不飽和ポリエステル等の製造拠点の統合（減損額28億12

百万円）、自動車部材向けアルミニウム機能部材製品を
扱っている小山事業所（同104億18百万円）、生産能力適
正化を実施したアルミニウム缶の小山事業所と彦根事業所
（同8億4百万円）など、総じて前期比69億11百万円減少
の156億62百万円を特別損失に計上しました。
　その他の特別利益は、投資有価証券売却益は前期比2

億22百万円増加の17億43百万円となりました。
　その他の特別損失は、投資有価証券評価損等が減少し、
総じて前期比41億4百万円減少の35億22百万円の計上
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476億

26百万円減益の978億83百万円となりました。
　法人税等については、税金等調整前当期純利益の減少
により前期比61億74百万円減少の225億82百万円となり
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

384億15百万円減益の730億88百万円となりました。

財務状況

総資産
　当期末の総資産は、営業債権等は減少したものの黒鉛
電極原料価格の上昇などによる棚卸資産の増加により前
期末比13億98百万円増加の1兆763億81百万円となりま
した。現金および預金は89億0百万円増加の1,220億86

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52億38

百万円減少の4,731億68百万円となりました。投資その他
の資産は、主に繰延税金資産の減少等により15億87百万
円減少の835億6百万円となりました。

有利子負債
　負債合計は、有利子負債残高は105億56百万円増加
の2,985億24百万円となりましたが、営業債務は原料ナフ
サ価格の下落を受け製品市況が低下したこと等により減少
し、総じて前期末比526億95百万円減少の5,569億49

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に
より、前期末比540億93百万円増加の5,194億33百万円
となりました。

設備投資
　当期の設備投資は、化学品セグメントは情報電子化学
品の増強投資があったほか、コーティング材料事業の新規
連結により増加しました。無機セグメントは、黒鉛電極事業
の欧州拠点において設備改善工事により、アルミニウムセグ
メントはアルミ缶事業でハナキャン・ジョイント・ストック・
カンパニー（ベトナム）の第3工場建設により、それぞれ増加
しました。一方、石油化学セグメントは前期に大型定修を
実施し、エレクトロニクスセグメントは、HDの投資が減少し
ました。
　この結果、当期の設備投資額は、前期末比84億89

百万円増加の502億16百万円となりました。

キャッシュ・フロー
　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期
純利益の減少等により、前期比712億31百万円の収入減
少となる785億54百万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、投資有価証券の売
却が増加したこと等により、前期比11億82百万円の支出
減少となる481億56百万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、前期比700億50

百万円の収入減少となる303億97百万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、有利子負債の返済
が減少したこと等により、前期比425億16百万円の支出減
少となる185億46百万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、前期末比88億99百万円増加となる

1,217億34百万円となりました。

MD&A（経営陣による分析）
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連結財務諸表 ※ 「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、 
前連結会計年度に係る数値については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっています。

連結貸借対照表
前連結会計年度 
（2018年12月31日）

当連結会計年度 
（2019年12月31日）

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 113,186 122,086

　　受取手形及び売掛金 203,730 170,293

　　商品及び製品 65,882 70,140

　　仕掛品 26,160 30,979

　　原材料及び貯蔵品 60,758 72,548

　　その他 28,202 31,765

　　貸倒引当金 △ 1,386 △ 754

　　流動資産合計 496,533 497,057

　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物及び構築物（純額） 78,777 79,781

　　　機械装置及び運搬具（純額） 146,764 140,681

　　　工具、器具及び備品（純額） 6,773 7,550

　　　土地 234,987 226,362

　　　建設仮勘定 11,106 18,794

　　　有形固定資産合計 478,406 473,168

　　無形固定資産
　　　その他 14,950 22,650

　　　無形固定資産合計 14,950 22,650

　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 71,886 71,786

　　　退職給付に係る資産 249 244

　　　繰延税金資産 4,574 3,381

　　　その他 16,717 16,221

　　　貸倒引当金 △ 8,332 △ 8,125

　　　投資その他の資産合計 85,094 83,506

　　固定資産合計 578,450 579,325

　資産合計 1,074,983 1,076,381

（単位：百万円）

前連結会計年度 
（2018年12月31日）

当連結会計年度 
（2019年12月31日）

負債の部
流動負債
　支払手形及び買掛金 139,420 117,510

　短期借入金 61,747 52,720

　1年内返済予定の長期借入金 41,403 31,943

　コマーシャル・ペーパー 20,000 ̶
　修繕引当金 64 644

　賞与引当金 3,516 3,050

　株式給付引当金 5 ̶
　事業構造改善引当金 129 1,686

　その他 95,791 55,323

　流動負債合計 362,074 262,875

固定負債
　社債 42,000 62,000

　長期借入金 122,818 151,861

　繰延税金負債 6,027 7,950

　再評価に係る繰延税金負債 32,324 32,150

　修繕引当金 1,102 2,021

　株式給付引当金 156 200

　事業構造改善引当金 2,876 824

　退職給付に係る負債 22,018 9,969

　その他 18,248 27,099

　固定負債合計 247,569 294,074

負債合計 609,643 556,949

純資産の部
株主資本
　資本金 140,564 140,564

　資本剰余金 78,911 78,912

　利益剰余金 197,717 249,246

　自己株式 △ 11,659 △ 11,664

　株主資本合計 405,532 457,057

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金 7,489 9,789

　繰延ヘッジ損益 836 433

　土地再評価差額金 33,281 33,060

　為替換算調整勘定 7,069 4,140

　退職給付に係る調整累計額 △ 8,244 △ 5,114

　その他の包括利益累計額合計 40,431 42,309

非支配株主持分 19,377 20,067

純資産合計 465,340 519,433

負債純資産合計 1,074,983 1,076,381

連結損益計算書 （単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2018年1月1日
至 2018年12月31日）

当連結会計年度
（自 2019年1月1日
至 2019年12月31日）

売上高 992,136 906,454
売上原価 705,003 671,157
売上総利益 287,133 235,297
販売費及び一般管理費 107,130 114,499
営業利益 180,003 120,798
営業外収益
受取利息 809 1,112
受取配当金 1,545 1,456
持分法による投資利益 1,253 748
固定資産賃貸料 1,366 1,351
雑収入 1,248 1,530
営業外収益合計 6,221 6,196
営業外費用
支払利息 2,983 2,255
環境対策費 462 1,231
操業休止費用 1,479 1,444
雑支出 2,497 2,771
営業外費用合計 7,420 7,701
経常利益 178,804 119,293
特別利益
固定資産売却益 203 701
投資有価証券売却益 1,521 1,743
事業譲渡益 ̶ 312
その他 376 174
特別利益合計 2,100 2,930
特別損失
固定資産除売却損 5,196 5,156
減損損失 22,573 15,662
その他 7,626 3,522
特別損失合計 35,395 24,340
税金等調整前当期純利益 145,509 97,883
法人税、住民税及び事業税 25,669 22,196
法人税等調整額 3,087 386
法人税等合計 28,756 22,582
当期純利益 116,752 75,300
非支配株主に帰属する当期純利益 5,249 2,212
親会社株主に帰属する当期純利益 111,503 73,088

連結包括利益計算書 （単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2018年1月1日
至 2018年12月31日）

当連結会計年度
（自 2019年1月1日
至 2019年12月31日）

当期純利益 116,752 75,300
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 △ 9,127 2,333
繰延ヘッジ損益 △ 2,942 △ 406
為替換算調整勘定 △ 7,667 △ 2,992
退職給付に係る調整額 △ 3,556 3,131
持分法適用会社に対する持分相当額 △ 1,405 △ 59
その他の包括利益合計 △ 24,697 2,007
包括利益 92,055 77,308
（内訳）
親会社株主に係る包括利益 87,463 75,187
非支配株主に係る包括利益 4,593 2,121

ベーシックデータ

64 65SHOWA DENKO Report 2020 SHOWA DENKO Report 2020



連結財務諸表

連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度 
（自 2018年1月1日 至 2018年12月31日） （単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額

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

非支配 
株主持分

純資産 
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
　連結子会社の減少に伴う減少
　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

当連結会計年度 
（自 2019年1月1日 至 2019年12月31日） （単位：百万円）

株主資本 その他の包括利益累計額

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

非支配 
株主持分

純資産 
合計

当期首残高 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

当期変動額
　剰余金の配当 △21,924 △21,924 △21,924

　 親会社株主に帰属する 
当期純利益

73,088 73,088 73,088

　自己株式の取得 △8 △8 △8

　自己株式の処分 0 3 3 3

　連結子会社の増加に伴う増加 448 448 448

　連結子会社の増加に伴う減少 △367 △367 △367

　連結子会社の減少に伴う減少
　持分法の適用範囲の変動

　 非支配株主との取引に係る 
親会社の持分変動

1 1 1

　土地再評価差額金の取崩 285 285 285

　その他

　 株主資本以外の項目の 
当期変動額（純額）

2,301 △404 △221 △2,929 3,130 1,878 690 2,568

当期変動額合計 － 1 51,529 △5 51,525 2,301 △404 △221 △2,929 3,130 1,878 690 54,093

当期末残高 140,564 78,912 249,246 △11,664 457,057 9,789 433 33,060 4,140 △5,114 42,309 20,067 519,433

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 2018年1月1日
至 2018年12月31日）

当連結会計年度
（自 2019年1月1日
至 2019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 145,509 97,883
減価償却費 39,459 37,704
減損損失 22,573 15,662
のれん償却額 ̶ 98
負ののれん償却額 △ 19 ̶
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 2,134 △ 700
事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △ 704 △ 494
債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △ 2,640 ̶
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 3,522 △ 11,757
受取利息及び受取配当金 △ 2,354 △ 2,568
支払利息 2,983 2,255
持分法による投資損益（△は益） △ 1,253 △ 748
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 1,062 △ 1,735
固定資産除却損 4,851 5,070
固定資産売却損益（△は益） 141 △ 615
売上債権の増減額（△は増加） △ 29,583 33,489
たな卸資産の増減額（△は増加） △ 40,469 △ 21,585
仕入債務の増減額（△は減少） 20,397 △ 21,898
その他 6,162 △ 25,591
小計 167,506 104,472
利息及び配当金の受取額 4,005 3,431
利息の支払額 △ 4,269 △ 2,326
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △ 17,457 △ 27,022
営業活動によるキャッシュ・フロー 149,785 78,554
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 △ 172 △ 53
定期預金の払戻による収入 210 53
有形固定資産の取得による支出 △ 41,269 △ 40,708
有形固定資産の売却による収入 392 1,251
投資有価証券の取得による支出 △ 703 △ 864
投資有価証券の売却による収入 3,975 5,677
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ̶ △ 4,851
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 ̶ 529
短期貸付金の純増減額（△は増加） 197 450
長期貸付けによる支出 △ 2,950 △ 558
長期貸付金の回収による収入 672 289
その他 △ 9,690 △ 9,369
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 49,338 △ 48,156
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） △ 24,507 △ 9,545
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） 15,000 △ 20,000
長期借入れによる収入 33,206 64,396
長期借入金の返済による支出 △ 81,559 △ 47,206
社債の発行による収入 ̶ 20,000
自己株式の取得による支出 △ 10,016 △ 9
自己株式の売却による収入 26,104 0
配当金の支払額 △ 10,084 △ 21,861
非支配株主への配当金の支払額 △ 2,365 △ 1,329
その他 △ 6,840 △ 2,992
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 61,061 △ 18,546
現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 3,231 △ 2,388
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 36,154 9,464
現金及び現金同等物の期首残高 76,833 112,835
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 ̶ 310
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △ 153 △ 875
現金及び現金同等物の期末残高 112,835 121,734
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事業紹介

　石油化学事業部は、オレフィン部と有機化学品部から構
成されています。
　主要製造拠点である大分コンビナートはナフサクラッカー
を有し、自社で営むアセチル系誘導品や、コンビナート構成
各社で営む合成樹脂・合成ゴム・スチレンモノマーを製造
するプラントへ基礎原料を供給するバランスの取れた需要
構造を特長としています。また、ナフサクラッカーの新旧設
備の効率的統合や他社に先駆けた原料多様化など競争力
の強化を推進しています。
　オレフィン部では石油化学基礎製品を提供し、有機化学
品部では、アセチル系・アリルアルコール系の誘導品におい
て当社の誇る高い触媒技術を武器に事業拡大を図ってい
ます。

⽯油化学セグメント
石油化学事業部

エレクトロニクスセグメント
デバイスソリューション事業部・
電⼦機能材事業部・先端電池材料事業部

化学品セグメント
産業ガス事業部・基礎化学品事業部・情報電⼦化学品事業部・
機能性化学品事業部・コーティング材料部

無機セグメント
セラミックス事業部・カーボン事業部

　デバイスソリューション事業部では、高機能記録メディア
であるハードディスク（HD）、パワー半導体用SiCエピタキシャ
ルウェハーを提供しています。
　中でもHD事業は、現在、日本3拠点を含めた世界7拠点
で事業を展開しており、クラウド化やAIによるビッグデータ解
析の進展により拡大が期待されるデータセンターやエンター
プライズ分野などへ当社技術による世界最高品質の製品を
提供しています。
　電子機能材事業部では、超高輝度・高出力LEDなどの
化合物半導体および高性能モーター用のレアアース磁石合
金を提供しています。
　先端電池材料事業部では、「VGCF®」「SPALF®」をはじめ
とするリチウムイオン電池材料および燃料電池部材を提供
しています。

　産業ガス事業部は、酸素・窒素・アルゴンなどのセパレー
トガス・圧縮水素・炭酸・ドライアイスなどの産業用ガスを
提供しています。
　基礎化学品事業部は、化成品部・有機製品部から構成
されています。化成品部では、アンモニア・苛性ソーダ・塩
酸などの工業薬品を、また、有機製品部ではアクリロニトリ
ル・アミノ酸・クロロプレンゴムなどを提供しています。
　情報電子化学品事業部は、半導体や液晶パネルなどの
製造工程で使用される高純度ガス・溶剤および除害装置
を国内外の半導体メーカーに供給しています。
　機能性化学品事業部は、機能性高分子部と特殊化学
品部から構成されています。機能性高分子部では、各種合
成樹脂およびこれらを使用した成形材料を、特殊化学品部
では、化粧品原料・電子材料用樹脂・高速液体クロマトグ
ラフィー（HPLC）用カラムなど、最先端かつ個性的な製品を
ラインアップしています。
　コーティング材料部は、2019年7月に誕生しました。調
理器具や家電製品、自動車・産業機器などに塗布される、
焦げ付き、汚れ防止を目的とした材料であるノンスティック・
コーティング剤を提供しています。

　セラミックス事業部では、長年培われてきた高温溶融技
術、高温焼成技術、粉砕分級技術を活かし、溶融アルミ
ナ・炭化ケイ素・窒化ホウ素を使った研磨材・研削材・耐
火材を製造・販売しています。また、多くの電子機器に搭載
されている積層セラミックコンデンサ（MLCC）の原料である
超微粒子酸化チタンは、ハイエンド品向けに高いシェアを有
します。
　カーボン事業部で扱う電気製鋼炉用黒鉛電極は鉄のリ
サイクルに欠かせない製品です。当社の黒鉛電極は、世界
各国のお客様から高い評価をいただいています。2017年
には、ドイツ・SGL GE社の黒鉛電極事業を統合し、世界
シェアNo.1となりました。高品位製品を先進国市場に供給
する一方で、成長著しい新興国市場へのボリュームゾーン製
品の開発・販売の強化を図っています。

事業別売上⾼比率   26.1%
（単位：億円）

2019年 2018年 差異 増減率

売上高 2,507 2,689 △182 △6.8%

営業利益 172 203 △31 △15.4%

事業別売上⾼比率   10.1%
（単位：億円）

2019年 2018年 差異 増減率

売上高 964 1,119 △155 △13.8%

営業利益 49 136 △87 △64.0%

事業別売上⾼比率   16.4%
（単位：億円）

2019年 2018年 差異 増減率

売上高 1,575 1,565 9 0.6%

営業利益 137 174 △37 △21.5%

事業別売上⾼比率   24.0%
（単位：億円）

2019年 2018年 差異 増減率

売上高 2,301 2,661 △360 △13.5%

営業利益 893 1,324 △432 △32.6%

※  2019年よりセグメント区分を変更し、パワー半導体用SiCエピタキシャルウェハー事業
を「その他」から「エレクトロニクス」セグメントへ移管しています。2018年は従来のセ
グメントベースで記載しています。
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事業紹介 株式情報
 （2020年6月30日現在）

会社概要
 （2019年12月31日現在）

　アルミ圧延品事業部では、家電製品、自動車関連機器な
どで幅広く使用される電解コンデンサ向けに、純度、製造プ
ロセスにおいてきめ細かな制御が求められる高純度アルミ
ニウム箔を提供しています。
　アルミ機能部材事業部では、アルミニウム材料・加工品
を提供しています。レーザービームプリンターの基幹部品で
あるアルミシリンダーや大型・複雑形状の押出品、当社の
独自技術によるアルミニウム合金連続鋳造棒「SHOTIC®」
およびカーエアコン用コンプレッサーをはじめとする自動車
部品用の鍛造品を、国内のみならず欧米・東南アジア地域
で事業展開しています。
　また、家電および産業用機器の各種熱交換器を世界中
に提供しているほか、ハイブリッドカーや電気自動車、太陽
光発電などに使用されるパワー半導体用冷却器の開発・
製造に取り組んでいます。
　アルミ缶事業部では、1971年に国内初となる飲料用アル
ミニウム缶の製造を開始して以来、高品質の飲料用アルミ
ニウム缶を缶体・缶フタの成形加工から印刷までの一貫工
程により提供しています。

　「その他」のセグメントには、各種化学品、軽金属、建築・
土木資材の製造販売などの事業が含まれます。
　例えば、昭和電工建材（株）が製造・販売する防音型耐
火二層管「ショウワ遮音FDP」や、昭和電工アルミ販売（株）
が製造・販売する「E-POLE」等が該当します。

アルミニウムセグメント
アルミ圧延品事業部・アルミ機能部材事業部・
アルミ缶事業部

その他セグメント
関連事業

事業別売上⾼比率   10.2%
（単位：億円）

2019年 2018年 差異 増減率

売上高 975 1,083 △107 △9.9%

営業利益 17 49 △32 △64.7%

事業別売上⾼比率   13.2%
（単位：億円）

2019年 2018年 差異 増減率

売上高 1,262 1,373 △112 △8.1%

営業利益 18 17 1 4.9%

株式情報

会社が発行する株式の総数 330,000,000株

発行済株式総数 149,711,292株

株主数 88,527名
※ 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。

上位10名の株主 株式の所有者状況
当社への出資状況

株主名 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） 10,587 7.24

KOREA SECURITIES DEPOSITORY - SAMSUNG 7,016 4.80

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5,127 3.51

富国生命保険相互会社 4,517 3.09

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7） 3,226 2.21

みずほ証券株式会社 3,162 2.16

第一生命保険株式会社 3,150 2.16

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5） 3,064 2.10

明治安田生命保険相互会社 2,645 1.81

JPモルガン証券株式会社 2,431 1.66

※ 持株比率は発行済株式総数から自己株式（3,551千株）を控除して算出しています。

当社が採用されているESG関連のインデックス

社名 昭和電工株式会社

設立 1939年6月

資本金 1,405億64百万円

従業員 連結：10,813名　 

 単独：3,437名（出向者除く）

関係会社 連結子会社　61社 

 持分法適用会社　9社

本社　
〒105-8518

東京都港区芝大門1丁目13番9号

●金融機関 ....... 53,440千株 35.70%

●個人その他 .... 38,245千株 25.54%

●外国法人等 ... 34,049千株 22.74%

●証券会社 ....... 14,127千株 9.44%

●国内法人 ..........6,299千株 4.21%

●自己株式 ...........3,551千株 2.37%

※  FTSE Russell（FTSE International Limited と Frank Russell Companyの登録商標）は第三者調査の結果、昭和電工がFTSE Blossom Japan Index組み入れの要件を満たし、本インデック
スの構成銘柄となったことを証します。FTSE Blossom Japan IndexはグローバルなインデックスプロバイダーであるFTSE Russellが作成し、環境、社会、ガバナンス（ESG）について優れた対応
を行っている日本企業のパフォーマンスを測定するために設計されたものです。FTSE Blossom Japan Indexはサステナブル投資のファンドや他の金融商品の作成・評価に広く利用されます。

※  当社のMSCIインデックスへの組み入れおよびMSCIのロゴ、商標、サービスマークやインデックス名の使用は、MSCIまたはその関係会社による当社の後援、宣伝、販売促進ではありません。 
MSCIインデックスはMSCIの独占的財産であり、MSCIおよびMSCIインデックスの名称とロゴは、MSCIまたはその関係会社の商標もしくはサービスマークです。
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