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1.  22年12月期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 71,987 16.4 10,238 ― 10,538 ― 5,989 ―

21年12月期 61,828 △46.7 775 △96.9 922 △96.3 171 △98.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年12月期 54.36 ― 12.5 15.1 14.2
21年12月期 1.56 ― 0.4 1.2 1.3

（参考） 持分法投資損益 22年12月期  466百万円 21年12月期  279百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期 73,405 50,902 69.1 460.27
21年12月期 66,236 45,243 68.0 409.03

（参考） 自己資本  22年12月期  50,709百万円 21年12月期  45,072百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年12月期 10,152 △3,205 △2,266 8,334
21年12月期 11,539 △4,403 △7,549 3,678

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年12月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00 330 192.3 0.7
22年12月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00 1,101 18.4 2.3

23年12月期 
（予想）

― 0.00 ― 8.00 8.00 19.2

3.  23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

35,600 2.9 3,700 △20.4 3,700 △25.0 1,800 △40.4 16.34

通期 76,000 5.6 8,600 △16.0 8,500 △19.3 4,600 △23.2 41.75
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご参照下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期 110,433,614株 21年12月期 110,433,614株

② 期末自己株式数 22年12月期 261,592株 21年12月期 240,150株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年12月期の個別業績（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年12月期 65,062 18.3 9,793 ― 9,714 ― 5,412 ―

21年12月期 54,999 △48.1 528 △97.8 614 △97.4 66 △99.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年12月期 49.12 ―

21年12月期 0.60 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年12月期 68,581 48,172 70.2 437.25
21年12月期 61,786 43,082 69.7 390.97

（参考） 自己資本 22年12月期  48,172百万円 21年12月期  43,082百万円

2.  23年12月期の個別業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づき算定しており、多分に不確定要素を含んでおりますので、実際の業績は予想数値と大きく異
なる場合があります。上記の予想に関する事項につきましては、添付資料の3ページ「1.(1)経営成績に関する分析」をご参照下さい。 
 
平成23年２月９日付にて「配当予想の修正に関するお知らせ」並びに「第５次（2011～2013年）中期経営計画について」を開示しておりますのでご覧下さい。

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期
純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

32,400 3.2 3,500 △22.1 3,500 △23.5 1,700 △37.7 15.43

通期 69,000 6.1 8,200 △16.3 8,200 △15.6 4,500 △16.9 40.84
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１．経 営 成 績 
（１）経営成績に関する分析 

①当期の概況 

 当連結会計年度における我が国経済は、新興国向けを中心とする輸出の増加や政府の景気対

策の効果もあり、緩やかな回復基調となりました。しかしながら、後半は急激な円高進行によ

り輸出が伸び悩み、また、エコカー補助金の終了、家電エコポイント制度の段階的縮小の影響

で自動車、家電等一部の財に駆け込み需要の反動が見られ、やや足踏み状態となりました。  

 こうしたなか、当社の合金鉄事業につきましては、高級鋼の生産に必要な原料であるＳＬＰ

フェロマンガンの需要拡大に伴い、徳島工場の生産設備を年産3万トンから4万トンに増強いた

しました。また、新素材事業につきましては、リチウムイオン電池の正極材料であるマンガン

酸リチウムの第1大型工場が、2010年1月に高岡工場内に完成し同年春から順調に稼動しており

ます。さらに、電気自動車の急速な需要増に対応するため、2010年2月に第2大型工場に着工い

たしました。同工場は2011年2月に完成し、製品の出荷は同年春からとなっております。これ

らは今後、当社の収益に貢献するものと期待しております。  

 なお、当社は2010年2月に新日本製鐵株式会社と、双方の競争力強化と企業価値向上のため、

相互提携を一層強化していくことを目指し、連携協定に合意いたしました。本提携により、今

後の資源環境のさらなる変化に的確に対応できる体制を整え、両社における事業基盤強化を進

めてまいります。  

 当社の当連結会計年度の業績は、主力の合金鉄事業の回復に加え、電池材料をはじめとする

好調な新素材事業等に支えられた結果、売上高は前年に対して16％増加し71,987百万円（前年

度実績61,828百万円）、営業利益は大幅に増加し、前年比約13倍の10,238百万円（前年度実績

775百万円）、経常利益は前年比約11倍の10,538百万円（前年度実績922百万円）となりまし

た。当期純利益は前年比約35倍の5,989百万円（前年度実績171百万円）となりました。 

②セグメント別の概況 

（合金鉄事業） 

 世界の粗鋼生産は、新興国の経済成長に牽引され順調に回復し、14億トンに達しました。  

 日本の粗鋼生産は、好調な自動車向けの需要や中国及び東南アジア向けの鉄鋼製品輸出の増

加が奏功し、2010年1-12月期実績は1億960万トンと前年の8,753万トンを大幅に上回り、後半

やや伸びが鈍化したものの、リーマンショック前の水準の9割程度まで回復しました。  

 このような状況を背景に合金鉄の需要も回復し、当社の販売数量は前年に比べ増加しまし

た。 また、国際市況が堅調なレベルを維持したため、当社の販売価格は、前年に対し下がっ

たものの安定的に推移しました。 

 その結果、当事業の売上高は、販売数量増が寄与し前年に比べ増加しました。また、営業利

益は、これに加え市況高騰前に購入したマンガン鉱石使用による製造原価の低下効果もあり、

前年に比べ大幅に増加しました。 

（新素材事業） 

 リチウムイオン電池の正極材料として用いられるマンガン酸リチウムは、2010年1月に完成し

た大型工場が順調に稼動し、自動車用大型電池向けを中心に販売が大きく拡大しました。ま

た、フェロボロン、酸化ジルコニウムの販売も景気回復に伴い増加したため、当事業の売上高

及び営業利益は、前年に比べて大幅に増加しました。 
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（化学品事業） 

 主要製品であるクロム塩類、ほう素類ともに、需要の回復に伴い販売量が増加したことか

ら、当事業の売上高及び営業利益は前年に比べて大幅に改善しました。特にほう素類に関して

は、主用途である液晶ガラス基板向けの上半期における販売増が収益に大きく寄与しました。 

（環境システム事業） 

 主要需要先のめっき・表面処理業界の生産動向は、年の後半にやや失速感が見られたもの

の、総じて回復基調となりました。こうしたなか、クロム酸・ほう素・ニッケル等の再資源化

に加え、表面処理排水等からの水回収及び土壌改質処理等を積極的に展開した結果、当事業の

売上高及び営業利益は前年に比べ増加しました。 

（金属珪素事業） 

 受注競争激化のなか、主要需要先であるアルミ合金メーカー向の販売が低迷したため、売上

高は前年に比べ減少しました。一方、営業利益については、前年は原価の高い在庫を製品価格

が低迷するなか販売したことが利益押し下げ要因となりましたが、今期はこれが解消されたた

め、前年比増益となりました。 

（その他の事業） 

 その他の事業は、主に子会社での業績の回復により、前年に比べ売上高及び営業利益は増加

しました。 

 なお、当連結会計年度における事業の種類別セグメントの売上高及び営業利益は、次の通りで

あります。 

  

                （単位：百万円、％）

事業名 

  
第１１０期（前連結会計年度） 

  
（平成21.1.1～21.12.31） 

  

  
第１１１期（当連結会計年度） 

  
（平成22.1.1～22.12.31） 

  

増減率 
  

売上高 営業利益 売上高 営業利益 
売上高 営業利益 

  
金 額 

  
構成比 

  
金 額 

  
構成比 

  
金 額 

  
構成比 

  
金 額 

  
構成比 

合 金 鉄 事 業 44,064 71.3 244 ― 49,380 68.6 7,285 71.2 12.1 2,884.8 

新 素 材 事 業 3,716 6.0 213 ― 7,357 10.2 1,651 16.1 98.0 674.8 

化 学 品 事 業 6,168 10.0 -8 ― 7,281 10.1 531 5.2 18.0 ― 

環境システム事業 1,427 2.3 269 ― 1,476 2.1 374 3.7 3.4 38.9 

金属珪素事業 1,550 2.5 -162 ― 1,206 1.7 65 0.6 -22.2 ― 

その他の事業 4,900 7.9 219 ― 5,286 7.3 330 3.2 7.9 50.6 

合   計 61,828 100.0 775 ― 71,987 100.0 10,238 100.0 16.4 1,221.0 
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③次期の見通し 

 合金鉄事業では、円高を主因として円ベースでの販売価格が低下する一方、ＳＬＰフェロマ

ンガンの販売数量が増加することなどから、売上高はほぼ横ばいを見込んでおります。利益に

つきましては、販売価格の低下、一部原料費の上昇を主因として減益を見込んでおります。 

 その他の事業部門では、マンガン酸リチウムの販売が大きく増加することなどにより増収、

増益となり、合金鉄の減益を一部補います。 

 以上により、次期見通しにつきましては、当期比で若干の増収となりますが、減益を予想し

ております。 

  

  

  

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比べ7,168百万円増加し73,405百万円とな

りました。流動資産は前連結会計年度末と比べ5,129百万円増加し42,861百万円、固定資産は

2,039百万円増加し30,543百万円となりました。 

 流動資産の増加は、主として現金及び預金の増加によるものであります。固定資産の増加は

主として、機械装置及び運搬具の増加によるものであります。 

 当連結会計年度末の負債合計は、短期借入金の減少があったものの、未払法人税等の増加に

より前連結会計年度末と比べ1,509百万円増加し22,502百万円となりました。 

 なお、有利子負債（短期借入金、1年内返済予定の長期借入金、長期借入金）は1,920百万円

減少し5,160百万円となりました。 

 当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ5,658百万円増加し50,902百万円

となりました。主として利益剰余金の増加によるものであります。 

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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、10,152百万円の収入となりました。主な増加要因

は、税金等調整前当期純利益9,839百万円、売上債権の減少840百万円などであります。一方、

主な減少要因は、たな卸資産の増加1,667百万円、預り金の減少1,653百万円などであります。 

  『連 結』 『個 別』 

売  上  高 百万円76,000 （前期比  5.6％増） 百万円69,000 （前期比  6.1％増）

営 業 利 益 百万円8,600 （前期比  16.0％減） 百万円8,200 （前期比  16.3％減）

経 常 利 益 百万円8,500 （前期比  19.3％減） 百万円8,200 （前期比  15.6％減）

当 期 純 利 益 百万円4,600 （前期比  23.2％減） 百万円4,500 （前期比  16.9％減）

  
（業績予想に関する注意事項について） 
 業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、需要動向などの変化、国際市況や
為替相場の変動など、多分に不確定要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は、内外環境変化などにより業績
予想と乖離することがあり得ますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、3,205百万円の支出となりました。主な要因は、有形

及び無形固定資産の取得による支出3,084百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、2,266百万円の支出となりました。主な要因は、短期

借入金の減少額1,920百万円であります。 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移は次のとおりであります。 

（注）自己資本比率      ：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い 
※ いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 
※ 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 
※ キャッシュ・フローは、「営業活動によるキャッシュ・フロー」を利用しております。 
※ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としており
ます。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社の利益配分に関する基本方針は、各期の連結業績に応じた利益の配分を基本とし、将来の

事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保の確保を図りつつ、業績の動向などを総合的に

考慮し決定することとしております。平成22年12月期の業績は、平成22年８月５日に開示しまし

た業績予想を上回る増益となりました。これを受け、当期末の配当予想を1株当たり８円から２

円引き上げ、1株当たり10円に修正いたします。 

 詳細につきましては、平成23年２月９日開示「配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧くだ

さい。 

 なお、次期の配当予想は、中間は０円、期末は８円の年間配当８円とさせていただきました

が、今後の業績動向次第では、再度検討を行う場合があります。 

  

（４）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財政状態に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響を及ぼ

す可能性のある事項は、次のとおりであります。文中における将来に関する事項は、当連結会計

年度末（平成22年12月31日）現在において当社グループが判断したものであります。 

①国内外の主要市場の経済状況及び需要の変動等 

 当社グループの売上高は、ほとんどが国内向けとなっており、業績は、わが国の経済情

勢、とりわけ粗鋼生産量の変動により多大な影響を受けます。また、中国を始めとするアジ

ア諸国等における経済情勢などが業績に影響を与える可能性があります。 

②国内外の競合各社との競争状況及び主要需要家の購買方針の変更等 

 当社グループは、各事業において、国内外の競合各社と厳しい競争状態にあることから、

当社グループの事業競争力が相対的に減退した場合には、業績が悪化する可能性がありま

す。また、各事業分野における主要な需要家の購買方針に変更等が生じた場合には、業績が

    平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 

自 己 資 本 比 率（％）  51.4  51.8  68.0  69.1

時価ベースの自己資本比率（％）  102.9  57.1  91.8  96.7

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 対
有 利 子 負 債 比 率

（年）  2.3  1.8  0.6  0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  26.4  30.4  60.1  87.2
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変動する可能性があります。さらには、合金鉄の販売価格は国際市況を基準としていること

から、国際的な製品需給により市況が変動した場合には、業績に影響を与える可能性があり

ます。 

 その他、取引先の業況が悪化した場合には、与信リスクが顕在化し、業績に影響を与える

可能性があります。 

③原燃料価格等の変動 

 マンガン鉱石、コークス、原油等の原燃料価格は、国際市況に連動していることから、国

際的な資源需給の変動、資源輸出国における経済・社会情勢等の変化、天災地変等に起因し

て市況が変動した場合には、業績に影響を与える可能性があります。 

④海外での事業活動 

 当社グループは、南アフリカ共和国等において事業投資活動を行なっております。これら

の国の法令、税制や社会的インフラの変動などが、業績に影響を与える可能性があります。 

⑤為替レートの変動 

 合金鉄事業を始めとして、当社グループは主として、外貨建の国際市況を基準として取引

していることから、為替動向が売上高及び業績に影響を与える可能性があります。また、為

替動向は外貨建で取引されている原料の購入価格にも影響を与える可能性があります。 

 さらに、外貨建の資産・負債を保有していることから、為替相場の変動が業績に影響を与

える可能性があります。 

⑥金利変動 

 当社グループは、相応の有利子負債を保有しているため、金利情勢、その他金融市場の変

動が業績に影響を与える可能性があります。 

⑦投資有価証券の価値変動 

 当社グループは、金融機関や取引先等の株式を保有しているため、投資先の業績不振や証

券市場の変動が業績に影響を与える可能性があります。 

⑧事業再構築 

 当社グループは、企業価値の増大に向けて事業の選択と集中に取り組んでおりますが、そ

の過程において事業再構築に伴い業績に一時的な影響を与える可能性があります。 

⑨環境法規と規制 

 当社グループの事業活動に関連して、六価クロム等を含む廃棄物などが発生いたします。

当社グループは内外の法規制を遵守し、的確な対応を行っておりますが、関連法規制の強化

によっては業績に影響を与える可能性があります。また、将来、環境税、その他の環境規制

等が導入された場合には、合金鉄事業を中心に当社グループの事業活動が制約を受け、業績

に影響を与える可能性があります。 

⑩自然災害及び事故 

 当社グループの主要設備が、大規模な台風、地震等の自然災害に見舞われた場合は操業に

支障を生じ、業績に影響を与える可能性があります。また、重大な労働災害、設備事故等が

発生した場合には事業活動の停止、制約等により、業績に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 当企業集団は、合金鉄、新素材、化学品、環境システム等の製造販売を中心に事業を展開している当

社、子会社９社及び関連会社３社（以下「当社グループ」という。）と、鉄鋼製品等の製造、販売を行

っているその他の関係会社である新日本製鐵㈱で構成されております。 

 当社グループが営んでいる主な事業内容と各関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであり

ます。なお、次の６部門は事業の種類別セグメントと同一の区分であります。 

(1）合 金 鉄 事 業 

  
(2）新 素 材 事 業 

  
(3）化 学 品 事 業 

  

(4）環境システム事業 

  
(5）金 属 珪 素 事 業 

  
(6）そ の 他 の 事 業 

  
(注) 平成23年１月１日付でリケン工業(株)が理研産業(株)を吸収合併しております。 

主 な 事 業 内 容 主 要 な 会 社 名 会社数 

フェロマンガン、シリコマンガン、フェロクロム、フェロシリコ
ン、フェロバナジウム、その他の特殊金属製品の製造・販売等 

当社、電工興産(株)、NSTフェロクロム・ 
リミテッド、SAJバナジウム・リミテッド 

４社 

主 な 事 業 内 容 主 要 な 会 社 名 会社数 

フェロボロン、金属クロム、酸化ジルコニウム、リチウムイオン 
二次電池材料等の製造・販売 

当社 １社 

主 な 事 業 内 容 主 要 な 会 社 名 会社数 

クロム塩類、ほう素類、その他工業薬品等の製造・販売 当社、共栄産業(株) ２社 

主 な 事 業 内 容 主 要 な 会 社 名 会社数 

クロム酸回収、ほう素回収、ニッケル回収、用水事業等 
当社、共栄産業(株)、 
NDリサイクル・リミテッド 

３社 

主 な 事 業 内 容 主 要 な 会 社 名 会社数 

金属けい素等の製造・販売 当社 １社 

主 な 事 業 内 容 主 要 な 会 社 名 会社数 

金属製品、貴金属化合物等の販売、珪カル肥料、アルミ粒、微粒 
黒鉛、電極ペースト、サンプラー等鉄鋼用分析測定機器、アルミ 
電極箔等の製造・販売、プラスチックの加工・販売、港湾荷役・ 
構内作業の請負、水力発電による電力の供給、コンクリート廃材 
等の再生加工・販売 
  

当社、共栄産業(株)、日電産業(株)、 
日電カーボン(株)、日電徳島(株)、 
栗山興産(株)、リケン工業(株)、 
理研産業(株)、日高エレクトロン(株) 
  
  

９社 
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 以上に述べた事項の概要図は次のとおりであります。 
  

 

  

(注) 無印 連結子会社 ○印 持分法適用非連結子会社 
※印 持分法適用関連会社   
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３．経 営 方 針 
（１）「会社の経営の基本方針」、「目標とする経営指標」につきましては、平成20年12月期決算短

信（平成21年２月24日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略しま

す。  

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。  

（当社ホームページ）  

http://www.nippondenko.co.jp/  

（東京証券取引所ホームページ（上場会社検索サービス））  

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html  

   

（２）中長期的な経営戦略と対処すべき課題 

 当社グループは、2011年～2013年を実行期間とする「第5次中期経営計画」を策定いたしまし

た。アジアを中心とする新興国の経済発展が牽引する新たな量的発展の時代において、これまで

に築き上げた経営基盤を最大限に活用して、「収益力の更なる強化と新たな事業発展のための基

盤確立」を目指しております。 

  

①主力事業の「合金鉄」および成長事業である「機能材料」を当社の「２コア」ビジネスと位

  置付け、これらの生産基盤の強化により、事業の拡大、収益力の向上を実現する。 

（機能材料＝電池材料、フェロボロン、酸化ジルコニウム、酸化ほう素）  

  

②さらなる成長に向けて、ビジネス環境の変化に的確に対応できる人材の育成・組織  

  の構築に取り組む。  

  

 このように、当社グループは企業価値を高めるとともに、コーポレートガバナンス及びリスク管

理運営を一層強化し、株主や顧客の皆様からの信頼に応えられるよう努めてまいります。 

  詳細につきましては、平成23年２月９日開示「第５次（2011～2013年）中期経営計画について」

をご覧下さい。  
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 3,881 8,537 
受取手形及び売掛金 14,409 13,569 
商品及び製品 9,913 10,284 
仕掛品 187 239 
原材料及び貯蔵品 8,070 9,315 
繰延税金資産 710 275 
その他 595 677 
貸倒引当金 △36 △36 

流動資産合計 37,732 42,861 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 5,646 6,207 
機械装置及び運搬具（純額） 10,082 12,240 
土地 3,667 3,667 
建設仮勘定 1,469 352 
その他（純額） 135 124 
有形固定資産合計 21,001 22,591 

無形固定資産 123 91 
投資その他の資産   
投資有価証券 6,278 6,677 
繰延税金資産 540 665 
その他 566 522 
貸倒引当金 △6 △4 

投資その他の資産合計 7,379 7,860 

固定資産合計 28,504 30,543 

資産合計 66,236 73,405 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 5,535 5,427 
短期借入金 2,080 160 
1年内返済予定の長期借入金 － 600 
未払法人税等 103 3,488 
設備関係支払手形 933 1,752 
役員賞与引当金 11 21 
その他 4,961 3,795 
流動負債合計 13,625 15,245 

固定負債   
長期借入金 5,000 4,400 
繰延税金負債 0 3 
退職給付引当金 2,086 2,086 
環境対策引当金 － 492 
負ののれん 48 24 
その他 232 250 
固定負債合計 7,368 7,257 

負債合計 20,993 22,502 
純資産の部   
株主資本   
資本金 11,026 11,026 
資本剰余金 9,580 9,580 
利益剰余金 24,643 30,302 
自己株式 △175 △188 

株主資本合計 45,075 50,721 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 525 550 
為替換算調整勘定 △528 △562 

評価・換算差額等合計 △3 △12 

少数株主持分 170 193 
純資産合計 45,243 50,902 

負債純資産合計 66,236 73,405 
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（２）連結損益計算書 
（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 61,828 71,987 
売上原価 55,060 55,591 
売上総利益 6,767 16,395 
販売費及び一般管理費   
荷造運搬費 1,340 1,734 
その他の販売費 1,455 1,492 
貸倒引当金繰入額 7 1 
給料及び手当 1,150 1,073 
役員賞与引当金繰入額 11 21 
退職給付費用 92 82 
研究開発費 384 321 
その他 1,550 1,429 
販売費及び一般管理費合計 5,992 6,156 

営業利益 775 10,238 
営業外収益   
受取利息 3 2 
受取配当金 59 70 
持分法による投資利益 279 466 
負ののれん償却額 24 24 
物品売却益 77 99 
その他 151 46 
営業外収益合計 595 708 

営業外費用   
支払利息 182 70 
支払手数料 122 109 
為替差損 － 63 
物品売却損 － 61 
その他 142 104 
営業外費用合計 448 409 

経常利益 922 10,538 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

特別利益   
貸倒引当金戻入額 23 － 

特別利益合計 23 － 

特別損失   
固定資産除却損 371 191 
関係会社出資金売却損 302 － 
ゴルフ会員権評価損 － 15 
たな卸資産評価損 26 － 
環境対策引当金繰入額 － 492 
特別損失合計 700 698 

税金等調整前当期純利益 245 9,839 
法人税、住民税及び事業税 78 3,455 
法人税等調整額 △38 371 
法人税等合計 40 3,826 

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,012 

少数株主利益 33 23 
当期純利益 171 5,989 
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（３）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 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 11,026 11,026 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 11,026 11,026 
資本剰余金   
前期末残高 9,582 9,580 
当期変動額   
自己株式の処分 △1 － 

当期変動額合計 △1 － 

当期末残高 9,580 9,580 
利益剰余金   
前期末残高 25,815 24,643 
当期変動額   
剰余金の配当 △1,377 △330 
当期純利益 171 5,989 
連結範囲の変動 33 － 

当期変動額合計 △1,172 5,659 

当期末残高 24,643 30,302 
自己株式   
前期末残高 △166 △175 
当期変動額   
自己株式の取得 △11 △13 
自己株式の処分 2 － 

当期変動額合計 △9 △13 

当期末残高 △175 △188 

株主資本合計   
前期末残高 46,258 45,075 
当期変動額   
剰余金の配当 △1,377 △330 
当期純利益 171 5,989 
連結範囲の変動 33 － 
自己株式の取得 △11 △13 
自己株式の処分 1 － 

当期変動額合計 △1,182 5,645 

当期末残高 45,075 50,721 
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 507 525 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 18 24 
当期変動額合計 18 24 

当期末残高 525 550 
為替換算調整勘定   
前期末残高 △1,155 △528 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 627 △34 

当期変動額合計 627 △34 

当期末残高 △528 △562 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 △648 △3 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 645 △9 

当期変動額合計 645 △9 

当期末残高 △3 △12 

少数株主持分   
前期末残高 574 170 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △403 22 

当期変動額合計 △403 22 

当期末残高 170 193 
純資産合計   
前期末残高 46,184 45,243 
当期変動額   
剰余金の配当 △1,377 △330 
当期純利益 171 5,989 
連結範囲の変動 33 － 
自己株式の取得 △11 △13 
自己株式の処分 1 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 241 12 

当期変動額合計 △941 5,658 

当期末残高 45,243 50,902 
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（４）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 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 245 9,839 
減価償却費 2,441 2,587 
負ののれん償却額 △24 △24 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 △0 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △18 0 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21 10 
環境対策引当金の増減額（△は減少） － 492 
受取利息及び受取配当金 △62 △72 
支払利息 182 70 
為替差損益（△は益） 103 25 
持分法による投資損益（△は益） △279 △466 
関係会社出資金売却損益（△は益） 302 － 
投資有価証券評価損益（△は益） 1 － 
ゴルフ会員権評価損 － 15 
有形固定資産除却損 371 191 
たな卸資産評価損 26 － 
売上債権の増減額（△は増加） 9,582 840 
たな卸資産の増減額（△は増加） 11,474 △1,667 
前渡金の増減額（△は増加） 131 △126 
仕入債務の増減額（△は減少） △4,496 △107 
預り金の増減額（△は減少） △1,427 △1,653 
未払費用の増減額（△は減少） △393 115 
その他 7 154 
小計 18,123 10,222 
利息及び配当金の受取額 303 117 
利息の支払額 △191 △70 
法人税等の支払額 △6,694 △116 

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,539 10,152 

日本電工㈱  (5563)  平成22年12月期  決算短信

17



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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 △1 △1 
定期預金の払戻による収入 1 1 
有形及び無形固定資産の取得による支出 △4,665 △3,084 
有形固定資産の売却による収入 25 1 
投資有価証券の取得による支出 △11 △12 
投資有価証券の売却による収入 0 － 
関係会社株式の取得による支出 － △16 
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却に
よる収入 427 － 

ゴルフ会員権の売却による収入 1 － 
貸付けによる支出 △0 △1 
貸付金の回収による収入 23 24 
その他 △203 △116 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,403 △3,205 

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） △5,958 △1,920 
長期借入金の返済による支出 △4,601 － 
長期借入れによる収入 4,400 － 
自己株式の取得による支出 △11 △13 
自己株式の売却による収入 1 － 
配当金の支払額 △1,377 △330 
少数株主への配当金の支払額 △2 △1 
その他 － △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,549 △2,266 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △159 △25 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △573 4,655 

現金及び現金同等物の期首残高 4,251 3,678 
現金及び現金同等物の期末残高 3,678 8,334 
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該当事項はありません。 

   

  
  1．連結の範囲に関する事項 

(イ) 連結子会社は８社であります。主要な連結子会社名は、共栄産業㈱、リケン工業㈱、栗山興産㈱、電工興 
  産㈱、日電カーボン㈱であります。 
 (ロ) 非連結子会社は１社であります。非連結子会社名は、NDリサイクル・リミテッドであります。 

 非連結子会社は、小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除いておりま
す。 

 2．持分法の適用に関する事項 
(イ) 持分法を適用した非連結子会社は１社であります。適用会社名は、NDリサイクル・リミテッドでありま 
   す。 
(ロ) 関連会社３社に対する投資については、持分法を適用しております。主要な適用会社名は、NSTフェロクロ
   ム・リミテッド、日高エレクトロン㈱、SAJバナジウム・リミテッドであります。 

 3．連結子会社の事業年度に関する事項 
すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。 

4．会計処理基準に関する事項 
(イ) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

・有価証券 
その他有価証券 
時価のあるもの…決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理 
                し、売却原価は移動平均法により算定） 
時価のないもの…移動平均法による原価法 

・デリバティブ 
時価法によっております。 

・たな卸資産 
  主として、移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
によっております。 

(ロ) 重要な減価償却資産の減価償却の方法  
・有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定額法によっております。 
  ただし、当社及び国内連結子会社において、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除
く）については、定額法を採用しております。主な耐用年数は次のとおりであります。 
建物及び構築物    ７年～60年 
機械装置及び運搬具  ２年～20年 

・無形固定資産（リース資産を除く） 
  ソフトウエア(自社利用)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、それ以外の
無形固定資産については残存価額を零とする定額法によっております。 

・リース資産 
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、取引開始日が平成20年12月31日以前のリー
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を引き続き採用しております。 

 (ハ) 重要な引当金の計上基準 
・貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えて、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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

・役員賞与引当金 
  役員に対する賞与の支給に備えるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しておりま
す。 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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・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おります。 
 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（14年）による定額法
により費用処理しております。 
  数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の
一定の年数（14年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理す
ることとしております。 
  また、執行役員の退職による退職慰労金支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給
額を計上しております。 

・環境対策引当金 
  環境対策工事の支出及びポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）の処理費用に備えるため、今後発生すると
見込まれる金額を計上しております。 
（追加情報） 
  環境対策工事については、具体的な実施計画が当連結会計年度において策定されたため、また、Ｐ
ＣＢの処理費用については、従来、処理時に費用計上することとしておりましたが、当連結会計年度
より金額的重要性が増したため、将来の支出見込額を引当金として計上することとしました。 
  これにより、税金等調整前当期純利益は492百万円減少しております。 

 (ニ) のれんの償却方法及び償却期間 
  のれん及び平成21年12月31日以前に発生した負ののれんは、５年間で定額法により償却しております。

 (ホ) 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、手許現金及び随時引き出し可
能な預金並びに取得日から３ヵ月以内に満期日の到来する流動性の高い、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短期的投資からなっております。  

 (ヘ) 消費税等の会計処理 
   消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

      

  
 1．企業結合に関する会計基準等の適用  

 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成20年12月26日)、「連結財務諸表に関する会計基
準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会
計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月
26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）が平成
21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及び事業分離等から適用すること
ができることになったことに伴い、当連結会計年度よりこれらの会計基準等を適用しております。 

 2．退職給付に係る会計基準の一部改正（その３）の適用 
  当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20
年７月31日）を適用しております。 
なお、これによる損益に与える影響はありません。 
  

連結損益計算書  
 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき「財務諸表等の用語、
様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）が平成21年
４月１日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、当連結会計年度では、「少数
株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。 
  

(7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

表示方法の変更
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(8）連結財務諸表に関する注記事項
（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年12月31日) 

１ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

  

(イ)受取手形割引高 百万円101
(ロ)受取手形裏書譲渡高 百万円78

１ 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

  

(イ)受取手形割引高 百万円66
(ロ)受取手形裏書譲渡高 百万円113

２ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

  

投資有価証券(株式) 百万円2,758
    

２ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

  

投資有価証券(株式) 百万円3,162
    

３ 連結会計年度の期末日満期手形の取扱い 
  連結会計年度末日満期手形の会計処理は、満期
日に決済されたものとして処理されております。 

３ 連結会計年度の期末日満期手形の取扱い 
  同左 

   なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日 
  であったため、次の連結会計年度末日満期手形を 
  満期日に決済されたものとして処理しております。 

  

受取手形 百万円108
支払手形 百万円108
設備関係支払手形 百万円2

   なお、当連結会計年度の末日が金融機関の休日 
  であったため、次の連結会計年度末日満期手形を 
  満期日に決済されたものとして処理しております。 

  

受取手形 百万円89
支払手形 百万円63
設備関係支払手形 百万円4

４ 担保に供されている資産 
  投資有価証券77百万円を下記の担保に供してお
ります。 
担保資産が供されている債務 

  
支払手形及び買掛金 百万円486

４ 担保に供されている資産 
  投資有価証券6百万円を下記の担保に供しており
ます。 
担保資産が供されている債務 

  
支払手形及び買掛金 百万円4

 ５ 偶発債務 
   連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金
に対して債務の保証をしております。 

なお、上記債務保証は連帯保証であり、当社の
負担額は385百万円であります。 

  被保証先     保証額   
日高エレクトロン㈱ 百万円771

 ５ 偶発債務 
   連結子会社以外の会社の金融機関からの借入金
に対して債務の保証をしております。 

なお、上記債務保証は連帯保証であり、当社の
負担額は240百万円であります。 

  被保証先     保証額   
日高エレクトロン㈱ 百万円481

６ コミットメントラインの設定 
   当社グループは、運転資金の安定調達による手
元資金の圧縮及び資金管理業務の合理化を目的と
し、㈱みずほコーポレート銀行を主幹事とし取引
銀行７行との間に融資枠(コミットメントライン)
を設定しております。 

  

借入枠 百万円14,000
借入実行残高 百万円1,900
差引 百万円12,100

６ コミットメントラインの設定 
   同左 
  
  
  
  

  

借入枠 百万円10,000
借入実行残高 －
差引 百万円10,000
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の
低下による簿価切下額費 
売上原価 百万円 353

１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の
低下による簿価切下額費 

  
売上原価 百万円 174

２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は384百万円であります。 
  

２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は321百万円であります。 

３ 固定資産除却損の主なものは、次のとおりであり
ます。 

  
機械装置及び運搬具 百万円 360

３ 固定資産除却損の主なものは、次のとおりであり
ます。 

  
機械装置及び運搬具 百万円 132
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前連結会計年度(自平成21年１月１日 至平成21年12月31日) 
１ 発行済株式に関する事項 

  
２ 自己株式に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 
    ２ 普通株式の自己株式の株式数の減少は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 
  
３ 新株予約権等に関する事項 
  該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 
 （1）配当金支払額 

  
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  
当連結会計年度(自平成22年１月１日 至平成22年12月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

  
２ 自己株式に関する事項 

 （注）１ 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取によるものであります。 
     
３ 新株予約権等に関する事項 
  該当事項はありません。 
  
４ 配当に関する事項 
 （1）配当金支払額 

  
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 摘要 

 普通株式（株）  110,433,614 ― ―  110,433,614   

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 摘要 

 普通株式（株）  218,446  24,862  3,158  240,150 （注）1，2 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（百万円） 

1株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

平成21年3月27日 
定時株主総会 普通株式  1,377  12.5 平成20年12月31日 平成21年3月30日 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額（百万円） 

1株当たり 
配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年3月30日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金  330  3 平成21年12月31日 平成22年3月31日 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 摘要 

 普通株式（株）  110,433,614 ― ―  110,433,614   

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 摘要 

 普通株式（株）  240,150  21,442  －  261,592 （注）1 

決議 株式の種類 配当金の総額 
（百万円） 

1株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

平成22年3月30日 
定時株主総会 普通株式  330  3 平成21年12月31日 平成22年3月31日 

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額（百万円） 

1株当たり 
配当額
（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年3月30日 
定時株主総会 普通株式 利益剰余金  1,101  10 平成22年12月31日 平成23年3月31日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 百万円3,881
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 百万円△203
現金及び現金同等物 百万円3,678

１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 百万円 8,537
預入期間が３ヶ月を超える定期預金 百万円 △203
現金及び現金同等物 百万円 8,334

２ 当連結会計年度に出資金の売却により連結子会社
でなくなった会社の資産及び負債の主な内訳 
  出資金の売却により錦州日電鉄合金有限公司が連
結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び
負債の内訳並びに錦州日電鉄合金有限公司の出資金
の売却価額と売却による支出は次のとおりでありま
す。 

  

流動資産 百万円120
固定資産   〃  1,371
流動負債   〃  △9
為替換算調整勘定   〃  △187
少数株主持分   〃  △504
関係会社出資金売却損   〃  △302

関係会社出資金の売却価額 百万円489
子会社の現金及び現金同等物   〃  61
差引：連結範囲の変更を伴う関係
会社出資金の売却による収入 

  〃  427

 ２ ――――――― 

日本電工㈱  (5563)  平成22年12月期  決算短信

24



     前連結会計年度(自平成21年１月１日 至平成21年12月31日) 
(単位：百万円) 

         
        当連結会計年度(自平成22年１月１日 至平成22年12月31日) 

(単位：百万円) 

   

（セグメント情報）
1）事業の種類別セグメント情報

  
合金鉄 
事業 

新素材 
事業 

化学品 
事業 

環境シス

テム 
事業 

金属珪素 
事業 

その他の 
事業 

計 
消去 
又は 
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業利益                 

 (1) 外部顧客に対する売上高  44,064  3,716  6,168  1,427  1,550  4,900  61,828 -  61,828

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

 226  31  71  23  13  1,487  1,854 (1,854) - 

計  44,291  3,748  6,240  1,450  1,564  6,387  63,682 (1,854)  61,828

      営 業 費 用  44,047  3,534  6,248  1,181  1,727  6,168  62,907 (1,854)  61,053

           営 業 利 益 又 は 
           営 業 損 失 （ △ ）  244  213  △8  269  △162  219  775 ( -)  775

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

         

資 産  38,762  7,543  5,502  1,651  695  6,706  60,862  5,374  66,236

減 価 償 却 費  1,380  328  283  198  1  250  2,441 -  2,441

資 本 的 支 出  1,533  1,449  45  49  0  32  3,111 -  3,111

  
合金鉄 
事業 

新素材 
事業 

化学品 
事業 

環境シス

テム 
事業 

金属珪素 
事業 

その他の 
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ 売上高及び営業利益                   

 (1) 外部顧客に対する売上高  49,380  7,357  7,281  1,476  1,206  5,286  71,987 -  71,987

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高  274  62  87  21  2  2,005  2,453 (2,453) - 

計  49,654  7,419  7,369  1,497  1,208  7,291  74,441 (2,453)  71,987

  営 業 費 用  42,369  5,768  6,837  1,122  1,143  6,961  64,202 (2,453)  61,748

営 業 利 益  7,285  1,651  531  374  65  330  10,238 ( -)  10,238

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
資本的支出 

         

資 産  37,728  12,032  5,211  1,539  999  6,514  64,026  9,378  73,405

減 価 償 却 費  1,358  562  277  167  0  221  2,587 -  2,587

資 本 的 支 出  669  3,389  49  60  0  48  4,217 -  4,217
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 (注) 1. 事業区分の方法 
         事業区分の方法は、製品の種類・性質、製造方法、販売市場の類似性を考慮して区分しております。 
    2. 各事業区分の主要な事業内容 

3. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、余資運用資産（現金及び預金）、長期投
資資金（投資有価証券等）であります。 

  
  

前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 平 
成22年12月31日) 

  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める本国の割合が、いずれも90％
を超えているため、記載を省略しております。 

  
   

前連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)及び当連結会計年度(自 平成22年１月１日 至 
平成22年12月31日) 
海外売上高の合計が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

事業区分 主要な事業内容 

合金鉄事業 
フェロマンガン、シリコマンガン、フェロクロム、フェロシリコン、フェ
ロバナジウム、その他の特殊金属製品の製造・販売等 

新素材事業 
フェロボロン、金属クロム、酸化ジルコニウム、リチウムイオン二次電池
材料等の製造・販売 

化学品事業 クロム塩類、ほう素類、その他工業薬品等の製造・販売等 

環境システム事業 クロム酸回収、ほう素回収、ニッケル回収、用水事業等 

金属珪素事業 金属けい素等の製造・販売 

その他の事業 

金属製品、貴金属化合物等の販売、珪カル肥料、アルミ粒、微粒黒鉛、ペ
ースト、サンプラー等鉄鋼用分析測定機器、アルミ電極箔等の製造・販
売、プラスチックの加工・販売、港湾荷役・構内作業の請負、水力発電に
よる電力の供給、コンクリート廃材等の再生加工・販売 

2）所在地別セグメント情報

3）海外売上高
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(注) 算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額 

  
２ １株当たり当期純利益 

   

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

１株当たり純資産額 409円03銭 １株当たり純資産額 460円27銭

１株当たり当期純利益 1円56銭 １株当たり当期純利益 54円36銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、潜在株式がないため記載しておりません。 
  

同左 
  
  

項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額 

（百万円） 
 45,243  50,902

普通株式に係る純資産額（百万円）  45,072  50,709

連結貸借対照表の純資産の部の合計額と１株

当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

に係る連結会計年度末の純資産額との差額の

主な内訳（百万円） 

 少数株主持分  170  193

普通株式の発行済株式数（株）  110,433,614  110,433,614

普通株式の自己株式数（株）  240,150  261,592

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（株） 
 110,193,464  110,172,022

項目 
前連結会計年度 

(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年１月１日 
至 平成22年12月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益（百万円）  171  5,989

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（百万円）  171  5,989

普通株式の期中平均株式数（株）  110,202,867  110,182,185
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該当事項はありません。 
  
  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、賃貸等不動
産等に関する注記事項につきましては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略
しております。 

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,822 7,153 
受取手形 395 421 
売掛金 11,439 10,872 
商品及び製品 9,657 10,047 
仕掛品 170 221 
原材料及び貯蔵品 7,931 9,162 
前渡金 226 353 
前払費用 240 224 
繰延税金資産 686 254 
その他 256 216 
流動資産合計 33,826 38,927 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 3,496 4,102 
構築物（純額） 1,979 1,948 
機械及び装置（純額） 9,988 12,136 
車両運搬具（純額） 5 13 
工具、器具及び備品（純額） 121 106 
土地 3,587 3,587 
建設仮勘定 1,469 352 
有形固定資産 20,649 22,247 

無形固定資産   
特許権 1 0 
ソフトウエア 112 80 
その他 4 4 
無形固定資産合計 117 84 

投資その他の資産   
投資有価証券 3,361 3,342 
関係会社株式 2,872 2,888 
出資金 176 161 
従業員に対する長期貸付金 1 1 
繰延税金資産 528 621 
その他 333 305 
貸倒引当金 △1 － 
投資損失引当金 △80 － 

投資その他の資産合計 7,192 7,321 

固定資産合計 27,959 29,653 

資産合計 61,786 68,581 
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年12月31日) 

当事業年度 
(平成22年12月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形 443 597 
買掛金 3,139 3,181 
短期借入金 2,160 260 
1年内返済予定の長期借入金 － 600 
未払金 607 594 
未払費用 901 1,008 
未払法人税等 51 3,347 
前受金 207 332 
預り金 1,817 165 
設備関係支払手形 933 1,739 
設備関係未払金 1,167 1,448 
役員賞与引当金 11 21 
その他 228 180 
流動負債合計 11,670 13,477 

固定負債   
長期借入金 5,000 4,400 
退職給付引当金 1,951 1,957 
環境対策引当金 － 492 
その他 81 81 
固定負債合計 7,033 6,931 

負債合計 18,703 20,409 
純資産の部   
株主資本   
資本金 11,026 11,026 
資本剰余金   
資本準備金 4,991 4,991 
その他資本剰余金 4,589 4,589 
資本剰余金合計 9,580 9,580 

利益剰余金   
利益準備金 1,299 1,299 
その他利益剰余金   
特別償却準備金 － 183 
圧縮記帳積立金 20 16 
別途積立金 4,671 4,671 
繰越利益剰余金 16,150 21,052 

利益剰余金合計 22,141 27,222 

自己株式 △175 △188 

株主資本合計 42,573 47,641 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 509 531 
評価・換算差額等合計 509 531 

純資産合計 43,082 48,172 

負債純資産合計 61,786 68,581 
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（２）損益計算書 
（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 54,999 65,062 
売上原価 49,644 49,868 
売上総利益 5,355 15,193 
販売費及び一般管理費   
荷造運搬費 1,321 1,749 
その他の販売費 1,165 1,476 
給料及び手当 776 712 
役員賞与引当金繰入額 11 21 
退職給付費用 82 74 
減価償却費 6 4 
賃借料 223 199 
研究開発費 384 321 
その他 856 840 
販売費及び一般管理費合計 4,827 5,400 

営業利益 528 9,793 
営業外収益   
受取利息 3 2 
受取配当金 355 162 
物品売却益 77 99 
その他 112 60 
営業外収益合計 548 324 

営業外費用   
支払利息 173 68 
支払手数料 122 109 
為替差損 － 63 
物品売却損 － 61 
その他 165 100 
営業外費用合計 462 403 

経常利益 614 9,714 
特別利益   
貸倒引当金戻入額 16 － 
投資損失引当金戻入額 － 80 
特別利益合計 16 80 

特別損失   
固定資産除却損 371 188 
関係会社出資金売却損 50 － 
ゴルフ会員権評価損 － 15 
たな卸資産評価損 26 － 
環境対策引当金繰入額 － 492 
特別損失合計 448 696 

税引前当期純利益 182 9,098 
法人税、住民税及び事業税 20 3,288 
法人税等調整額 95 398 
法人税等合計 115 3,686 

当期純利益 66 5,412 
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（３）株主資本等変動計算書 
（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 11,026 11,026 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 11,026 11,026 
資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 4,991 4,991 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,991 4,991 
その他資本剰余金   
前期末残高 4,590 4,589 
当期変動額   
自己株式の処分 △1 － 

当期変動額合計 △1 － 

当期末残高 4,589 4,589 
資本剰余金合計   
前期末残高 9,582 9,580 
当期変動額   
自己株式の処分 △1 － 

当期変動額合計 △1 － 

当期末残高 9,580 9,580 
利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 1,299 1,299 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,299 1,299 
その他利益剰余金   
特別償却準備金   
前期末残高 － － 
当期変動額   
特別償却準備金の積立 － 183 

当期変動額合計 － 183 

当期末残高 － 183 
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

圧縮記帳積立金   
前期末残高 24 20 
当期変動額   
圧縮記帳積立金の取崩 △3 △3 

当期変動額合計 △3 △3 

当期末残高 20 16 
別途積立金   
前期末残高 4,671 4,671 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,671 4,671 
繰越利益剰余金   
前期末残高 17,458 16,150 
当期変動額   
特別償却準備金の積立 － △183 
圧縮記帳積立金の取崩 3 3 
剰余金の配当 △1,377 △330 
当期純利益 66 5,412 

当期変動額合計 △1,307 4,901 

当期末残高 16,150 21,052 
利益剰余金合計   
前期末残高 23,452 22,141 
当期変動額   
特別償却準備金の積立 － － 
圧縮記帳積立金の取崩 － － 
剰余金の配当 △1,377 △330 
当期純利益 66 5,412 

当期変動額合計 △1,311 5,081 

当期末残高 22,141 27,222 
自己株式   
前期末残高 △166 △175 
当期変動額   
自己株式の取得 △11 △13 
自己株式の処分 2 － 

当期変動額合計 △9 △13 

当期末残高 △175 △188 
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年12月31日) 

株主資本合計   
前期末残高 43,895 42,573 
当期変動額   
剰余金の配当 △1,377 △330 
当期純利益 66 5,412 
自己株式の取得 △11 △13 
自己株式の処分 1 － 

当期変動額合計 △1,321 5,068 

当期末残高 42,573 47,641 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 503 509 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 21 
当期変動額合計 5 21 

当期末残高 509 531 
評価・換算差額等合計   
前期末残高 503 509 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 21 
当期変動額合計 5 21 

当期末残高 509 531 

純資産合計   
前期末残高 44,399 43,082 
当期変動額   
剰余金の配当 △1,377 △330 
当期純利益 66 5,412 
自己株式の取得 △11 △13 
自己株式の処分 1 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 21 

当期変動額合計 △1,316 5,090 

当期末残高 43,082 48,172 

日本電工㈱  (5563)  平成22年12月期  決算短信

34



  
該当する事項はありません。 
  

   

(4）継続企業の前提に関する注記
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 役員の異動 
 役員等の異動がある場合は、決定次第、必要に応じ速やかにお知らせいたします。 

  
  

  
  

６．その他
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