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1. 平成24年12月期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期 60,425 △15.2 3,723 △57.7 3,516 △60.3 △516 ―
23年12月期 71,212 △1.1 8,796 △14.1 8,860 △15.9 4,604 △23.1
（注）包括利益 24年12月期 1,022百万円 （△70.6％） 23年12月期 3,476百万円 （△42.1％）

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 ％ ％ ％

24年12月期 △4.69 ― △1.0 4.9 6.2
23年12月期 41.80 ― 8.9 12.2 12.4
（参考） 持分法投資損益 24年12月期 △121百万円 23年12月期 292百万円

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

24年12月期 71,731 53,404 74.1 482.80
23年12月期 72,152 53,267 73.5 481.67
（参考） 自己資本 24年12月期 53,182百万円 23年12月期 53,060百万円

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

24年12月期 3,860 △2,292 △3,276 5,906
23年12月期 4,033 △3,675 △1,124 7,546

2. 配当の状況 
年間配当金 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 ％ ％

23年12月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00 881 19.1 1.7
24年12月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 550 ― 1.0
25年12月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 26.2

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 24,000 △20.7 1,400 △39.9 1,300 △44.1 700 △38.4 6.35
通期 51,000 △15.6 4,000 7.4 3,900 10.9 2,100 ― 19.06



※ 注記事項 
(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） ： 有  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名） NDC H．K．Company Limited 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年12月期 110,433,614 株 23年12月期 110,433,614 株
② 期末自己株式数 24年12月期 279,373 株 23年12月期 274,039 株
③ 期中平均株式数 24年12月期 110,158,196 株 23年12月期 110,164,272 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年12月期の個別業績（平成24年1月1日～平成24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 ％

24年12月期 53,683 △17.0 3,258 △61.5 3,240 △61.5 1,169 △73.2
23年12月期 64,642 △0.6 8,454 △13.7 8,427 △13.2 4,358 △19.5

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

24年12月期 10.62 ―
23年12月期 39.56 ―

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

24年12月期 67,634 51,521 76.2 467.72
23年12月期 67,813 50,968 75.2 462.68
（参考） 自己資本 24年12月期 51,521百万円 23年12月期 50,968百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続は終了しておりません。 

※ 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2ページ「1．（1）経営成績に関する分析」をご参照下さい。 
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１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析

①当期の概況

当連結会計年度の世界経済は、前半は米国景気の底堅さや新興国における金融緩和の効果な

どを反映し緩やかながらも回復傾向にありましたが、後半は既往の債務問題により欧州の景気

が低迷、その影響もあり新興国の成長も鈍化し、全体として概ね減速傾向となりました。ま

た、わが国経済の回復も力強さに欠け、前半は自動車に対する需要刺激策の効果や震災復興関

連などの内需に支えられ改善の動きを見せていましたが、後半は需要刺激策が終了したことに

加えて海外経済の減速もあり、弱含みの推移となりました。 

これら国内外の景気動向を背景に、当社の主たる需要先である日本の鉄鋼業界においても、

前半は国内需要を中心として回復基調にありましたが、後半は内外需ともに停滞し、年間粗鋼

生産量は前年並みとなりました。

こうした状況の下、当社は合金鉄事業のさらなる競争力強化を狙いとして海外生産プロジェ

クトへの参画を決定いたしました。一方で成長分野に経営資源を集中させるべくクロム塩事業

の譲渡、海外フェロクロム事業の権益譲渡を行うなど、将来の発展に向け全社をあげて諸施策

に取り組みました。 

当社の当連結会計年度の業績は、円高と国際市況低迷による合金鉄の販売価格の下落、自動

車用大型電池向けマンガン酸リチウムの販売伸び悩みなどにより、前年に比べ減収、減益とな

りました。売上高は前年に対して15.2％減少し60,425百万円（前年度実績71,212百万円）、営

業利益は前年に対して57.7％減少し3,723百万円（前年度実績8,796百万円）、経常利益は前年

に対して60.3％減少し3,516百万円（前年度実績8,860百万円）となりました。また、クロム塩

事業整理のための特別損失などにより、516百万円の当期純損失（前年度実績は当期純利益

4,604百万円）となりました。

②セグメント別の概況

（合金鉄事業）

2012年の世界の粗鋼生産は、欧州の債務危機に伴う金融不安の長期化及び中国を中心とした

新興国の成長減速が影響し、15億4,780万トンと前年比1.2％の微増に留まりました。牽引的な

役割を果たしてきた中国の粗鋼生産は、7億1,654万トンと初めて7億トンを超えましたが、伸

び率は前年比3.1％と鈍化しました。（2010年は前年比10.7％、2011年は8.8％） 

日本の粗鋼生産については、内需は前半において自動車、建設向け等を中心に堅調に推移し

ましたが、後半に入り需要刺激策の終了などから失速しました。輸出は欧州経済の停滞、新興

国の成長減速による需要減に加え、長期化する円高の影響もあり低調に推移しました。その結

果、1-12月の粗鋼生産は1億723万トンと前年比ほぼ横ばいとなりました。

停滞する世界経済の下、合金鉄の国際市況は軟調に推移し、加えて円高の長期化も大きく影

響して当社の販売価格は大幅に低下しました。

当事業の1-12月期の業績は、前年比で販売数量は増加したものの販売価格の大幅な低下によ

り売上高は17.9％減少しました。また営業利益は前年に比べ68.2％減少しました。

（新素材事業）

マンガン酸リチウムの販売は、自動車用大型電池向けの需要が伸び悩む中、在庫調整の影響

もあり大幅に減少しました。

フェロボロン及び酸化ジルコニウムの販売は、いずれも第１四半期が不調だったものの、第

２四半期以降回復し堅調に推移しました。

以上の結果、当事業の売上高は前年に比べ19.3％の減少、営業利益は58.1％の減少となりま

した。

日本電工㈱　（5563）　平成24年12月期　決算短信

2



（化学品事業）

ほう素類及びクロム塩類は、需要の減少により販売数量・売上高ともに前年を下回り、営業

利益も減少しました。クロム塩類については12月末をもって予定通り事業譲渡を完了いたしま

した。

（環境システム事業）

主要顧客である表面処理業界において生産の海外移転、生産工程の閉鎖・統合が進行するな

ど、事業環境は厳しいものとなりました。こうした中、大型設備の販売が寄与したことにより

売上高及び営業利益は前年に比べ増加となりました。

（その他の事業）

その他の事業は、前年比で売上高は減少しましたが、営業利益は若干増加しました。

なお、当連結会計年度における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、％）

区分

第１１２期（前連結会計年度）

（平成23.1.1～23.12.31）

第１１３期（当連結会計年度）

（平成24.1.1～24.12.31）

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 47,647  66.9  5,327  60.6  39,138  64.8  1,694  45.5  -17.9  -68.2

新 素 材 事 業 9,805  13.8  2,140  24.3  7,914  13.1  896  24.1  -19.3  -58.1

化 学 品 事 業 6,877  9.7  580  6.6  6,623  11.0  323  8.7  -3.7  -44.3

環境システム事業 1,532  2.1  344  3.9  1,664  2.7  394  10.6  8.6  14.5

その他の事業 5,349  7.5  403  4.6  5,083  8.4  415  11.1  -5.0  3.0

合   計 71,212  100.0  8,796  100.0  60,425  100.0  3,723  100.0  -15.2  -57.7
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③次期の見通し

合金鉄事業については、粗鋼の減産による需要減少が想定されることに加え、海外フェロク

ロム事業から撤退したこともあり、販売数量の減少を見込みます。一方、販売価格は、為替相

場が総じて円安方向に進みつつあることから上昇を折り込みます。これらにより、減収・増益

の計画としております。 

他の事業部門については、クロム塩事業を譲渡したことによる販売減に加え、新素材事業に

おいて、自動車用大型電池向けマンガン酸リチウムの販売伸び悩みを予想し、減収・減益を見

込んでおります。

以上により、次期の見通しにつきましては、前年比で減収・増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420百万円減少し71,731百万円となり

ました。流動資産は前連結会計年度末と比べ2,019百万円増加し46,498百万円、固定資産は前

連結会計年度末と比べ2,440百万円減少し25,233百万円となりました。

流動資産は、現金及び預金並びに商品及び製品の減少があったものの、未収入金の増加によ

り、総じて増加しました。固定資産の減少は主として、機械装置及び運搬具の減少並びに投資

有価証券の減少によるものであります。

当連結会計年度末の負債合計は、短期借入金並びに事業整理損失引当金、環境対策引当金の

増加があったものの、1年以内返済予定の長期借入金の返済により、前連結会計年度末と比べ

556百万円減少し18,327百万円となりました。

なお、有利子負債（短期借入金、1年以内返済予定の長期借入金、長期借入金）は2,380百万

円減少し2,770百万円となりました。

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136百万円増加し53,404百万円と

なりました。利益剰余金は減少したものの、為替換算調整勘定が減少したことによるものであ

ります。

『通 期』

売  上  高 百万円51,000 （前期比  15.6％減）

営 業 利 益 百万円4,000 （前期比  7.4％増）

経 常 利 益 百万円3,900 （前期比  10.9％増）

当 期 純 利 益 百万円2,100 （前期比  －  ）

（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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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、3,860百万円の収入となりました（前連結会計年度は

4,033百万円の収入）。主な増加要因は税金等調整前当期純利益666百万円及びたな卸資産の減

少による増加1,723百万円であります。主な減少要因は法人税等の支払2,298百万円でありま

す。

（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、2,292百万円の支出となりました(前連結会計年度は

3,675百万円の支出)。主な要因は、有形及び無形固定資産の取得による支出1,103百万円、投

資有価証券の取得による支出706百万円であります。

（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、3,276百万円の支出となりました(前連結会計年度は

1,124百万円の支出)。主な増加要因は短期借入金の増加2,020百万円、主な減少要因は長期借

入金の返済による支出4,400百万円、配当金の支払額881百万円であります。

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。当期の期末配当は、１株につき５円の予定としておりま

す。変更のある場合には別途お知らせいたします。

 なお、次期の配当予想は、中間は０円、期末は５円の年間配当５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。

平成21年度 平成22年度 平成23年度  平成24年度

自 己 資 本 比 率（％） 68.0  69.1  73.5  74.1

時価ベースの自己資本比率（％） 91.8  96.7  53.1  39.3

キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 対

有 利 子 負 債 比 率
（年） 0.6  0.5  1.3  0.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 60.1  144.0  75.6  96.8
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２．経 営 方 針

「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。  

「中長期的な経営戦略」と「対処すべき課題」につきましては、平成22年12月期決算短信（平成

23年２月９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  

日本電工㈱　（5563）　平成24年12月期　決算短信

6



３．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23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,729 6,094

受取手形及び売掛金 16,008 16,327

商品及び製品 11,314 9,490

仕掛品 288 152

原材料及び貯蔵品 8,056 8,291

繰延税金資産 289 928

未収入金 81 4,842

その他 740 400

貸倒引当金 △31 △30

流動資産合計 44,478 46,498

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,635 16,336

減価償却累計額 △11,634 △10,961

建物及び構築物（純額） 6,001 5,374

機械装置及び運搬具 37,371 33,810

減価償却累計額 △26,467 △24,451

機械装置及び運搬具（純額） 10,903 9,358

土地 3,667 3,661

建設仮勘定 135 333

その他 1,057 970

減価償却累計額 △911 △841

その他（純額） 146 128

有形固定資産合計 20,853 18,856

無形固定資産 58 42

投資その他の資産

投資有価証券 5,297 4,258

繰延税金資産 1,064 1,526

その他 404 781

貸倒引当金 △4 △232

投資その他の資産合計 6,761 6,334

固定資産合計 27,673 25,233

資産合計 72,152 71,731
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,378 4,743

短期借入金 150 2,170

1年内返済予定の長期借入金 4,400 －

未払法人税等 1,662 1,730

設備関係支払手形 376 333

役員賞与引当金 28 33

事業整理損失引当金 － 1,756

その他 2,821 2,392

流動負債合計 14,816 13,159

固定負債

長期借入金 600 600

繰延税金負債 0 －

退職給付引当金 2,077 1,998

環境対策引当金 492 1,776

負ののれん 0 －

その他 897 792

固定負債合計 4,067 5,167

負債合計 18,884 18,327

純資産の部

株主資本

資本金 11,026 11,026

資本剰余金 9,580 9,579

利益剰余金 33,806 32,408

自己株式 △194 △195

株主資本合計 54,218 52,819

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 84 358

繰延ヘッジ損益 － △2

為替換算調整勘定 △1,242 6

その他の包括利益累計額合計 △1,157 362

少数株主持分 207 221

純資産合計 53,267 53,404

負債純資産合計 72,152 71,731
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（２）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 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 71,212 60,425

売上原価 56,104 50,800

売上総利益 15,107 9,624

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 1,810 1,731

その他の販売費 1,360 1,127

貸倒引当金繰入額 0 0

給料及び手当 1,182 1,146

役員賞与引当金繰入額 28 33

退職給付費用 95 88

研究開発費 347 310

その他 1,485 1,462

販売費及び一般管理費合計 6,311 5,900

営業利益 8,796 3,723

営業外収益

受取利息 1 3

受取配当金 84 67

持分法による投資利益 292 －

負ののれん償却額 24 0

受取保険金 2 33

助成金収入 － 31

その他 62 106

営業外収益合計 466 242

営業外費用

支払利息 53 40

支払手数料 96 54

持分法による投資損失 － 121

物品売却損 142 193

その他 110 39

営業外費用合計 402 449

経常利益 8,860 3,516
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

特別利益

事業譲渡益 － 2,200

特別利益合計 － 2,200

特別損失

固定資産除却損 275 221

投資有価証券売却損 － 951

投資有価証券評価損 92 －

出資金評価損 110 －

事業整理損 － 2,312

事業清算負担金 － 238

ゴルフ会員権評価損 5 1

環境対策引当金繰入額 － 1,323

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 569 －

特別損失合計 1,053 5,050

税金等調整前当期純利益 7,807 666

法人税、住民税及び事業税 3,335 2,363

法人税等調整額 △154 △1,196

法人税等合計 3,180 1,166

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

4,626 △500

少数株主利益 21 16

当期純利益又は当期純損失（△） 4,604 △516
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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 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

4,626 △500

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △470 276

繰延ヘッジ損益 － △2

為替換算調整勘定 － 65

持分法適用会社に対する持分相当額 △679 1,183

その他の包括利益合計 △1,149 1,522

包括利益 3,476 1,022

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 3,459 1,004

少数株主に係る包括利益 16 18
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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23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

株主資本

資本金

当期首残高 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

当期首残高 9,580 9,580

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 9,580 9,579

利益剰余金

当期首残高 30,302 33,806

当期変動額

剰余金の配当 △1,101 △881

当期純利益又は当期純損失（△） 4,604 △516

当期変動額合計 3,503 △1,397

当期末残高 33,806 32,408

自己株式

当期首残高 △188 △194

当期変動額

自己株式の取得 △7 △1

自己株式の処分 1 1

当期変動額合計 △6 △0

当期末残高 △194 △195

株主資本合計

当期首残高 50,721 54,218

当期変動額

剰余金の配当 △1,101 △881

当期純利益又は当期純損失（△） 4,604 △516

自己株式の取得 △7 △1

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 3,496 △1,398

当期末残高 54,218 52,819
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年12月31日) 

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 550 84

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △466 273

当期変動額合計 △466 273

当期末残高 84 358

繰延ヘッジ損益

当期首残高 － －

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △2

当期変動額合計 － △2

当期末残高 － △2

為替換算調整勘定

当期首残高 △562 △1,242

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △679 1,249

当期変動額合計 △679 1,249

当期末残高 △1,242 6

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △12 △1,157

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,145 1,520

当期変動額合計 △1,145 1,520

当期末残高 △1,157 362

少数株主持分

当期首残高 193 207

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 14 14

当期変動額合計 14 14

当期末残高 207 221

純資産合計

当期首残高 50,902 53,267

当期変動額

剰余金の配当 △1,101 △881

当期純利益又は当期純損失（△） 4,604 △516

自己株式の取得 △7 △1

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,131 1,535

当期変動額合計 2,365 136

当期末残高 53,267 53,404
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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23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24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 7,807 666

減価償却費 2,805 2,688

負ののれん償却額 △24 △0

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 226

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8 △78

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6 5

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 1,284

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） － 1,756

受取利息及び受取配当金 △85 △70

支払利息 53 40

為替差損益（△は益） 20 △3

持分法による投資損益（△は益） △292 121

事業譲渡損益（△は益） － △2,200

投資有価証券売却損益（△は益） 0 951

有形固定資産売却損益（△は益） － △8

投資有価証券評価損益（△は益） 92 11

出資金評価損 110 －

ゴルフ会員権評価損 5 1

事業整理損失 － 556

有形固定資産除却損 275 221

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 569 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,439 △318

たな卸資産の増減額（△は増加） 205 1,723

前渡金の増減額（△は増加） △126 289

未収入金の増減額（△は増加） △20 △489

仕入債務の増減額（△は減少） △49 △634

預り金の増減額（△は減少） 26 △32

未払費用の増減額（△は減少） △36 △156

その他 75 △432

小計 8,963 6,120

利息及び配当金の受取額 249 78

利息の支払額 △53 △39

法人税等の支払額 △5,126 △2,298

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,033 3,860
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成23年１月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 

 至 平成24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 △11 △15

定期預金の払戻による収入 31 10

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,539 △1,103

有形固定資産の売却による収入 0 21

投資有価証券の取得による支出 △11 △706

投資有価証券の売却による収入 0 37

貸付けによる支出 △0 △228

貸付金の回収による収入 18 8

その他 △162 △317

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,675 △2,292

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） △10 2,020

長期借入金の返済による支出 △600 △4,400

長期借入れによる収入 600 －

自己株式の取得による支出 △7 △1

自己株式の売却による収入 0 0

配当金の支払額 △1,101 △881

少数株主への配当金の支払額 △2 △4

その他 △3 △10

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,124 △3,276

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 68

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △787 △1,640

現金及び現金同等物の期首残高 8,334 7,546

現金及び現金同等物の期末残高 7,546 5,906
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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の変更  

   (1)連結の範囲の変更  

 NDC H.K.Company Limitedについては、当連結会計年度において新たに設立したため、連結の範囲に含めて

おります。 

(2)変更後の連結子会社の数 

８社 

２．持分法の適用に関する事項の変更 

(1)持分法適用非連結子会社 

 変更なし 

(2)持分法適用関連会社 

 ①持分法適用関連会社の変更 

 NSTフェロクロム・リミテッドは、当連結会計年度において所有株式をすべて売却したため、持分法適用

の範囲から除外しております。 

②変更後の持分法適用関連会社の数  

２社 

 なお、上記「連結の範囲に関する事項の変更」、「持分法の適用に関する事項の変更」以外は、最近の有価証券

報告書（平成24年３月30日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略しております。 

(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の変更
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当連結会計年度(自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日) 

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業部を置き、各事業部は、取り扱う製品・サービスについて国

内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「合

金鉄事業」、「新素材事業」、「化学品事業」、「環境システム事業」、及び「その他の事業」の５つ

を報告セグメントとしております。 

なお、各報告セグメントの主な製品・サービスは次のとおりであります。 

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表作成のために採用している会計処理

の方法と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益であります。セグメント間の内部収益及び

振替高は市場実勢価格に基づいております。 

(7）連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

セグメント情報

報告セグメント  概 要 

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、金属けい素等の製造・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  

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、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 
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成23年１月１日 至 平成23年12月31日）

（単位：百万円）

（注）１．セグメント資産の調整額8,573百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産8,738百万円及

びセグメント間の内部取引消去△165百万円であります。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。 

   ２．報告セグメント利益の合計は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

当連結会計年度（自 平成24年１月１日 至 平成24年12月31日）

（単位：百万円）

報告セグメント 

調整額 

連結

財務諸表

計上額

（注） 

合金鉄 
事業 

新素材
事業 

化学品 
事業 

環境 
システム
事業 

その他の
事業 

計 

売上高 

外部顧客への売

上高 
47,647  9,805  6,877  1,532  5,349  71,212 －  71,212

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

193  57  102  20  2,542  2,915  △2,915 － 

計  47,840  9,862  6,979  1,553  7,891  74,127  △2,915  71,212

セグメント利益  5,327  2,140  580  344  403  8,796 －  8,796

セグメント資産  36,816  13,651  5,169  1,475  6,465  63,578  8,573  72,152

その他の項目 

減価償却費  1,331  877  242  148  204  2,805  0  2,805

持分法適用会社

への投資額 
2,342  －  －  73  195  2,611  －  2,611

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

938  380  142  108  81  1,652  △3  1,648

報告セグメント 

調整額 

連結

財務諸表

計上額

（注） 

合金鉄 
事業 

新素材
事業 

化学品 
事業 

環境 
システム
事業 

その他の
事業 

計 

売上高 

外部顧客への売

上高 
39,138  7,914  6,623  1,664  5,083  60,425 －  60,425

セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

252  59  95  23  2,075  2,506  △2,506 － 

計  39,390  7,973  6,719  1,687  7,159  62,931  △2,506  60,425

セグメント利益  1,694  896  323  394  415  3,723 －  3,723

セグメント資産  37,971  12,449  5,294  1,367  6,394  63,477  8,254  71,731

その他の項目 

減価償却費  1,268  878  223  123  193  2,688  0  2,688

持分法適用会社

への投資額 
441  －  －  94  0  536  －  536

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

750  257  29  52  119  1,208  0  1,208

日本電工㈱　（5563）　平成24年12月期　決算短信

18



（注）１．セグメント資産の調整額8,254百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産8,373百万円及

びセグメント間の内部取引消去△119百万円であります。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。 

   ２．報告セグメント利益の合計は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

(注)１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であり、

また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

(注)２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

(注)３．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成23年１月１日 

至 平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年１月１日 

至 平成24年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 481 67 円 銭 482 80

１株当たり当期純利益金額又は１株当た

り当期純損失金額（△） 
円 銭 41 80 円 銭 △4 69

前連結会計年度 
（平成23年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成24年12月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  53,267  53,404

純資産の部の合計額から控除する金額 

（百万円） 
207  221

（うち少数株主持分（百万円）） （ ） 207 （ ） 221

普通株式に係る期末の純資産額（百万

円） 
53,060  53,182

１株当たり純資産額の算定に用いられた期

末の普通株式の数（株） 
110,159,575  110,154,241

項目 
前連結会計年度 

(自 平成23年１月１日 
至 平成23年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年12月31日) 

当期純利益金額又は当期純損失金額

（△）（百万円） 
4,604  △516

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金額又は当期

純損失金額（△）（百万円） 
4,604  △516

期中平均株式数（株）  110,164,272  110,158,196

（重要な後発事象）
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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。

４．その他
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