
 

2019年 2月 21日 

各 位 

会 社 名 新日本電工株式会社  

代表者名 代表取締役社長  白須 達朗 

（コード番号：5563 東証第1部） 

問合せ先 執行役員総務部長  上 直 

（電話 03-6860-6800） 

 

（追加）「2018年 12月期 決算説明資料」の一部追加について 

 

2019年２月８日付で公表いたしました「2018年 12月期 決算説明資料」につきまして、資料

の追加をいたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

追加の内容 

８ページ（１-６．2018年 12月期 連結営業損益分析）を追加し、以降のページを順次繰り下げ

ます。 
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本資料に記載している業績見通し等に関する記述は、現時点で得られた情報に基づき
作成されたものであり、様々な不確定要素を含んでおりますので、実際の業績は予想
数値と異なる可能性があります。 

１．2018年12月期 連結決算 

２．2019年12月期 連結業績見通し 

３．セグメント情報 

４．中期経営計画（2018-2020）の進捗状況 

目 次 
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2018年12月期 
連結決算 

１． 2018年12月期 連結決算 
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１-１． 事業セグメント 
今期よりセグメント区分を再編 

合  金  鉄  事  業 

機 能 材 料 事 業 

環境システム事業 

そ の 他 の 事 業 

そ    の    他 

電    力    事    業 

環    境    事    業 

機 能 材 料 事 業 

合  金  鉄  事  業 

FY2018以降 

※1 

※１．焼却灰溶融固化処理事業を環境セグメントへ区分 
※２．関連事業を各セグメントへ区分 

従 来 

※2  

3 
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１-２． 2018年トピックス 

     

１．合金鉄：高炭素フェロマンガンの需要は堅調 
       製品市況低迷、原料・在庫価格上昇        

２．機能材料：新素材・電池材料共に好調 

３．環 境：環境ｼｽﾃﾑ設備の売上拡大 
       焼却灰収集量対予想比減 

４．電 力：第２発電所の順調な稼働 

増益要因 
 

減益要因  

中央電気工業と完全統合（1月1日） 
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17/12期
実績 

18/12期 
予想値 

11月6日発表 

18/12期 
実績 

前期比 予想比 

増減値 増減率 増減値 増減率 

売 上 高 713 740 739 +26 +3.6% -1 -0.1% 

営 業 利 益 96 18 17 -79 -82.3% -1 -5.6% 

(営業利益率) (13.5%) (2.4%) (2.3%) (-11.2) - (-0.1) - 

経 常 利 益 92 22 19 -73 -79.3% -3 -13.6% 

親 会 社 帰 属 
当 期 純 損 益 80 27 24 -56 -70.0% -3 -11.1% 

1株利益(円) 54.6 18.4 16.1 -38.5 -70.5% -2.3 -12.5% 

為 替 
（ ¥ / U S $ ） 112.2 112.2 110.4 -1.8 - -1.8 - 

単位：億円 

Mn鉱石価格上昇・合金鉄販売価格下落などにより減益 

１-３． 2018年12月期 連結業績 
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１-４． 2018年12月期 連結業績（セグメント別） 

区 分 

2017年12月期 2018年12月期 前 期 比 

売上高 
営業 
利益 

売上高 
営業 
利益 

増 減 値 増 減 率 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 

合 金 鉄 484 67 479 -12 -5 -79 -1.0% - 

機 能 材 料 101 12 120 15 +19 +3 +18.8% +25.0% 

環 境 51 14 60 10 +9 -4 +17.6% -28.6% 

電 力 6 -0 6 1 -0 +1 -9.6% - 

そ の 他 71 3 74 3 +3 -0 +4.2% -6.3% 

合 計 713 96 739 17 +26 -79 +3.6% -82.3% 

単位：億円 

合金鉄事業の業績が連結業績に大きく影響 
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１-５． セグメント別売上・利益増減 
単位：億円 
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2017 実績 合金鉄 機能材料 環 境 電 力 その他 2018 実績 
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単位：億円 

＜売上高＞ 

＜営業利益＞ 

713 
739 +19 +9 -0 +3 

-5 

96 

17 

-79 

+3 -4 +1 -0 

+26 
（+3.6%） 

-79 
（-82.3%）  
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１-６． 2018年12月期 連結営業損益分析 

96 -10 
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2017/12 実績 販売価格 製品期首在庫 原料使用価格 製造間接費等 その他 その他事業 2018/12 実績 

営業利益 △79億円の主要因 
 

   ・販売価格              △  10  
   ・製品期首在庫         △  10 
   ・原料使用価格          △  30 
   ・製造間接費等           △  20 
   ・その他             △    9 
   ・その他事業            △    0     
       合 計             △  79 

単位：億円 

合金鉄事業 

合
金
鉄
事
業 

△79 

△79 
（-82.3%） 
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１-７． 利益還元 

１．期末配当予定 

  1株につき２円（２月８日開示数値） 

２．年間配当予定 

  １株につき５円（中間配当３円：配当性向３１％） 

             -配当政策-                          
各期の連結業績に応じた利益の配分（連結配当性向
年間３０％程度を目途）を基本とし、将来の事業展開と
経営体質の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 
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2019年12月期 
連結業績見通し 

２． 2019年12月期 連結業績見通し 
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２-１． 2019年事業環境 

 

１．合金鉄：販売数量・販売価格共に上昇 
       製造コスト高要因の落ち着き        

２．機能材料：電池材料の伸びに期待                           

３．環 境：焼却灰収集量前年比増加 

４．電 力：第３発電所の立上げ 
       ２つの発電所フル稼働 

 

増益要因 
 

減益要因  上期は前年下期と同様に厳しい状況 
下期に向けて状況は好転 

中期経営計画の着実な遂行 
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２-２． 2019年12月期 連結業績見通し 

2018年12月期 2019年12月期 

通期実績 通期予想 
前期比 

増減値 増減率 

売 上 高 739 802 +63 +8.5% 

営業利益 17 35 +18 +105.9% 

営業利益率 (2.3%) (4.4%) (+2.1) - 

経常利益 19 34 +15 +78.9% 

親会社帰属 
当期純利益 24 24 +0 +2.1% 

1株利益(円) 16.1 16.4 +0.3 +1.9% 

為 替 
（ ¥ / U S $ ） 

110.4 110.0 -0.4 - 

単位：億円 

合金鉄販売数量・販売価格共に上昇、焼却灰処理量増加 
第3発電所運転開始などにより増収増益 

※為替感応度：±1円 / ドル  ±2.6億円 

※ 

12 
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２-３． 2019年12月期 連結業績見通し（セグメント別） 

区 分 

2018/12 実績 2019/12 予想 前 期 比 

売上高 
営業 
利益 

売上高 
営業 
利益 

増 減 値 増 減 率 

売上高 営業利益 売上高 営業利益 

合 金 鉄 479 -12 533 1 +54 +13 +11.3% - 

機 能 材 料 120 15 133 15 +13 +0 +10.8% +2.6% 

環 境 60 10 57 10 -3 +0 -6.7% +8.1% 

電 力 6 1 13 7 +7 +6 +116.7% +600.0% 

そ の 他 74 3 66 2 -8 -1 -10.8% -33.3% 

合 計 739 17 802 35 +63 +18 +8.5% +105.9% 

単位：億円 

合金鉄事業の業績回復が連結業績に影響 
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２-４． セグメント別売上・利益増減見通し 
単位：億円 
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＜売上高＞ 

＜営業利益＞ 
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802 +13 -3 +7 -8 
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+13 +0 
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（+8.5%） 
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２-５． 2019年12月期 連結営業損益分析 
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販売価格 原料使用価格 製造間接費等 電力事業他 2019/12 
予想 

営業利益 +18億円の主要因 
 

   ・販売価格             ＋ 14 
   ・原料使用価格        △   9 
   ・製造間接費等         ＋   8 
 

   ・電力事業他             ＋   5 
 

       合 計           ＋ 18 

単位：億円 

合金鉄事業 

合
金
鉄
事
業 

+13 

+18 
（+105.9%） 
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■ 投資活動によるキャッシュフロー 

△80億円 

■ 財務活動によるキャッシュフロー 

    ＋31億円 

■ 有利子負債残高 
 138億円 

■ 営業活動によるキャッシュフロー 

 ＋40億円 

16 

２-６． 2019年12月期 -設備投資・財務計画 

財務計画 

設備投資計画 
■ 老朽更新、環境安全対策の着実な実施 

■ ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池正極材料製造設備改造等の 

  戦略投資 
 

単位：億円

2018年 2019年

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 32 28

減 価 償 却 費 17 23

そ の 他 資 産 の 増 減 額 △27 △8

法 人 税 ・ 事 業 税 等 △10 △4

営業活動によるキャッシュフロー 11 40

設 備 投 資 △89 △75

そ の 他 34 △5

投資活動によるキャッシュフロー △54 △80

財務活動によるキャッシュフロー 40 31

現金及び現金同等物 83 74

(前年比 △9)

104 138

(前年比 +34)

有 利 子 負 債 残 高


CF

										単位：億円 タンイ オクエン

								2018年 ネン		2019年 ネン

				経常利益 ケイジョウ リエキ				92		40



						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		32		28

						減損損失 ゲンソン ソンシツ		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

						減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		17		23

						その他資産の増減額 タ シサン ゾウゲンガク		△27		△8

						法人税・事業税等 ホウジンゼイ ジギョウゼイ トウ		△10		△4

				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ				11		40



						設備投資 セツビ トウシ		△89		△75

						その他 タ		34		△5

				投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ				△54		△80



				財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ				40		31



				現金及び現金同等物 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ				83		74

								(前年比 ゼンネンヒ		△9)



				有利子負債残高 ユウ リシ フサイ ザンダカ				104		138

								(前年比 ゼンネンヒ		+34)





【作成方法】

1. 個別の内容を含め、”内訳X”のシートを完成させる
2. 最終確定したら、本シート左表の各対応セルにリンクを貼る
   (当年度分のみ  過年度分は変更がないので値貼付でも可)
3. 左表をコピーして、IRファクトブック用のパワーポイント資料に貼付または埋め込む
4. 数値の誤りやリンクのズレの有無を確認し、間違いがあれば修正する

「最後のチェックを確実に行うこと！」



内訳2



												単位：億円 タンイ オクエン																営業CF  その他資産内訳 エイギョウ タ シサン ウチワケ

						2017年 ネン		2018年 ネン				増減 ゾウゲン				2018年 ネン				予算 ヨサン												(実績残高) ジッセキ ザンダカ								(計算値) ケイサンチ

						実績 ジッセキ		想定 ソウテイ								◇その他資産の増減額 タ シサン ゾウゲンガク																'16.12		'17.12		増減 ゾウゲン				'18.12		増減 ゾウゲン

						①		②				②-①						NDC+旧CDK キュウ		新CDK シン		他 ホカ		計 ケイ								①		②		②-①				③		③-②

																売上債権 ウリアゲ サイケン								0				  売上高 ウリアゲ ダカ				585		713						790

																棚卸資産 タナオロシ シサン		0		0				0				  売上債権 ウリアゲ サイケン				167		228		61				250		22		 売上高の約3.8ヶ月分 ウリアゲ ダカ ヤク ゲツブン

		売上高 ウリアゲ ダカ				713		790				77				仕入債務 シイ サイム								0				  仕入債務(-) シイ サイム				61		76		15				86		10		 棚卸資産の約3.6ヶ月分 タナオロシ シサン ヤク ゲツブン

		経常利益 ケイジョウ リエキ				92		40				△52				持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ						-9		-9				  棚卸資産 タナオロシ シサン				172		253		81				285		32		 NDC+CDKのみ

																固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン		0						0				     計 ケイ								127						45

		営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ														その他 タ						-5		-5

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		81		56				△25				（計） ケイ		0		0		-14		-14				〈その他明細〉 タ メイサイ				増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン																				棚卸資産NDC単体 実績 タナオロシ シサン タンタイ ジッセキ										億円 オクエン

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		14		19				5																 持分法投資損失 モチブン ホウ トウシ ソンシツ				6		5																						'16.12				'17.12				平均 ヘイキン

				その他資産の増減額 タ シサン ゾウゲンガク		△108		△49				59				◇投資活動 トウシ カツドウ												 固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン				2		5																						金額 キン ガク		ヶ月 ゲツ		金額 キン ガク		ヶ月 ゲツ		ヶ月 ゲツ

				法人税・事業税等 ホウジンゼイ ジギョウゼイ トウ		△3		△8				△5						NDC		CDK		他 ホカ		計 ケイ				 前渡金・未収入金 マエワタ カネ ミシュウ ニュウキン				-7		7																				  製品等 セイヒン トウ		63		1.5		84		2.4		2.0

				合計 ゴウケイ		△15		18				33				設備投資 セツビ トウシ		0		ERROR:#REF!

鈴木 浩規: EM3				ERROR:#REF!				 未払金・未払費用 ミハライ キン ミハライ ヒヨウ				-3		3																				  原材料等 ゲンザイリョウ トウ		74		4.3		107		6.9		5.8

																固定資産売却 コテイ シサン バイキャク		34		0				34																																137		3.0		191		4.9		4.1

		投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ														その他投資 タ トウシ		10

鈴木 浩規: 定期預金払戻し20M含む		0		0		10

				設備投資 セツビ トウシ		△39		△78				△39												ERROR:#REF!

				固定資産等売却収入 コテイ シサン トウ バイキャク シュウニュウ		1		34				33																投資CF トウシ

				長期貸付 チョウキ カシツケ		2		△6				△8																2017年 ネン												2018年 ネン

				その他 タ		△23		16				39				◇財務活動 ザイム カツドウ												(徳島) トクシマ		 ペースト工場新設 -3 コウジョウ シンセツ										(徳島) トクシマ		 ペースト工場新設 -5 コウジョウ シンセツ

				合計 ゴウケイ		△59		△35				24						NDC		CDK		他 ホカ		計 ケイ						 1号炉耐火物更新 -3 ゴウ ロ タイカブツ コウシン												 1号炉耐火物更新 -3 ゴウ ロ タイカブツ コウシン

																長期借入 チョウキ カリイレ		(20)						(20)						 焼結工程EP設備更新 -3 ショウケツ コウテイ セツビ コウシン										(北陸)		 受電変圧器更新 -1

		連結フリーキャッシュフロー レンケツ				△74		△17				57				短期借入 タンキ カリイレ		40						41						 中央変電所受電設備更新 -3 チュウオウ ヘンデン ショ ジュデン セツビ コウシン										(高岡)		 第4工場改造 -8

																配当金 ハイトウキン		(14)						(14)						 4号炉集塵機更新 -2 ゴウ ロ シュウジン キ コウシン										(妙高)		 LIB正極材製造設備 -4

		財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ														（計） ケイ		5						5				(北陸) ホクリク		 受電変圧器更新 -1 ジュデン ヘンアツキ コウシン										(CDK)		 EM3 -24						-45

				借入金の増減 カリイレ キン ゾウゲン		△27		20				47																		 71F設備改造 -1 セツビ カイゾウ

				配当金の支払 ハイトウキン シハライ		△15		△19				△4										有利子負債増減→ ユウ リシ フサイ ゾウ ゲン		21				(日高) ヒダカ		 3PS導水路補修 -2 ドウスイロ ホシュウ						-18				株式売 カブシキ ウ		  NSB社株式売却 21 シャ カブシキ バイキャク

				その他 タ		△1		0				1																												資産売 シサン ウ		  日高送電線売却 12 ヒダカ ソウデンセン バイキャク

				合計 ゴウケイ		△42		1				43																												その他 タ		  Pertama -6												借入金残高 カリイレ キン ザンダカ										単位：億円 タンイ オクエン

																																										  定期預金払戻 20 テイキ ヨキン ハライモド														17.12末 マツ		2018						対前年末

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				△118		△16																				財務CF ザイム																														借 カ		返 カエ		残 ザン		増減

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				205		87																						'17年 ネン		'18年 ネン																						長期外貨(M$) チョウキ ガイカ		42		0		17		25		(17)

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				87		69				△18																配当金 ハイトウキン		14		18		→ 期末（3月）8円/株、中間（9月）5円/株 キマツ ガツ エン カブ チュウカン ガツ エン カブ																				長期外貨(\) チョウキ ガイカ		47		0		19		27		(20)

																																																						(rate)		(113.05)		(110.00)		(110.00)

		有利子負債残高 ユウ リシ フサイ ザンダカ				49		69				20																																										長期邦貨 チョウキ ホウカ		2		0		0		1		(1)

																																																						長期 計 チョウキ ケイ		49		0		19		29		(20)

		借入金残高 カリイレ キン ザンダカ																																																				短期 計 タンキ ケイ		0		225		185		40		40

				NDC+CDK		49		69																																														合計 ゴウケイ		49						69		20



		現預金残高 ザンダカ

				NDC		66

鈴木 浩規: 旧CDK分合算		49																																																		投資 トウシ		財務 ザイム

				CDK		1		3																																																		-2879		-2706

				小計		67		52																																																		934		0

				関係会社（CDK以外） イガイ		19		18																																																		-3898		-1

				合計		86		69																																																		38		-16

				定期預金 テイキ ヨキン		20		0																																																		-26		-1464

																																																										-382		-4

																																																										-1		-22

						△116																																																				-257		-14

																																																										119

																																																										6

																																																										0

																																																										-709

																																																										898

																																																										-29

																																																										9

																																																										-0

																																																										0

																																																										32

																																																										-6144		-4227
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内訳1



												単位：億円 タンイ オクエン																営業CF  その他資産内訳 エイギョウ タ シサン ウチワケ

						2017年 ネン		2018年 ネン				増減 ゾウゲン				2018年 ネン				予算 ヨサン												(実績残高) ジッセキ ザンダカ								(計算値) ケイサンチ

						実績 ジッセキ		想定 ソウテイ								◇その他資産の増減額 タ シサン ゾウゲンガク																'16.12		'17.12		増減 ゾウゲン				'18.12		増減 ゾウゲン

						①		②				②-①						NDC+旧CDK キュウ		新CDK シン		他 ホカ		計 ケイ								①		②		②-①				③		③-②

																売上債権 ウリアゲ サイケン								0				  売上高 ウリアゲ ダカ				585		713						790

																棚卸資産 タナオロシ シサン		0		0				0				  売上債権 ウリアゲ サイケン				167		228		61				250		22		 売上高の約3.8ヶ月分 ウリアゲ ダカ ヤク ゲツブン

		売上高 ウリアゲ ダカ				713		790				77				仕入債務 シイ サイム								0				  仕入債務(-) シイ サイム				61		76		15				86		10		 棚卸資産の約3.6ヶ月分 タナオロシ シサン ヤク ゲツブン

		経常利益 ケイジョウ リエキ				92		40				△52				持分法投資損益 モチブン ホウ トウシ ソンエキ						-9		-9				  棚卸資産 タナオロシ シサン				172		253		81				285		32		 NDC+CDKのみ

																固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン		0						0				     計 ケイ								127						45

		営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ														その他 タ						-5		-5

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		81		56				△25				（計） ケイ		0		0		-14		-14				〈その他明細〉 タ メイサイ				増減 ゾウゲン		増減 ゾウゲン																				棚卸資産NDC単体 実績 タナオロシ シサン タンタイ ジッセキ										億円 オクエン

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		14		19				5																 持分法投資損失 モチブン ホウ トウシ ソンシツ				6		5																						'16.12				'17.12				平均 ヘイキン

				その他資産の増減額 タ シサン ゾウゲンガク		△108		△39				69				◇投資活動 トウシ カツドウ												 固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン				2		5																						金額 キン ガク		ヶ月 ゲツ		金額 キン ガク		ヶ月 ゲツ		ヶ月 ゲツ

				法人税・事業税等 ホウジンゼイ ジギョウゼイ トウ		△3		△18				△15						NDC		CDK		他 ホカ		計 ケイ				 前渡金・未収入金 マエワタ カネ ミシュウ ニュウキン				-7		7																				  製品等 セイヒン トウ		63		1.5		84		2.4		2.0

				合計 ゴウケイ		△15		18				33				設備投資 セツビ トウシ		0		ERROR:#REF!

鈴木 浩規: EM3				ERROR:#REF!				 未払金・未払費用 ミハライ キン ミハライ ヒヨウ				-3		3																				  原材料等 ゲンザイリョウ トウ		74		4.3		107		6.9		5.8

																固定資産売却 コテイ シサン バイキャク		34		0				34																																137		3.0		191		4.9		4.1

		投資活動によるキャッシュフロー トウシ カツドウ														その他投資 タ トウシ		10

鈴木 浩規: 定期預金払戻し20M含む		0		0		10

				設備投資 セツビ トウシ		△39		△78				△39												ERROR:#REF!

				固定資産等売却収入 コテイ シサン トウ バイキャク シュウニュウ		1		34				33																投資CF トウシ

				長期貸付 チョウキ カシツケ		2		△6				△8																2017年 ネン												2018年 ネン

				その他 タ		△23		16				39				◇財務活動 ザイム カツドウ												(徳島) トクシマ		 ペースト工場新設 -3 コウジョウ シンセツ										(徳島) トクシマ		 ペースト工場新設 -5 コウジョウ シンセツ

				合計 ゴウケイ		△59		△35				24						NDC		CDK		他 ホカ		計 ケイ						 1号炉耐火物更新 -3 ゴウ ロ タイカブツ コウシン												 1号炉耐火物更新 -3 ゴウ ロ タイカブツ コウシン

																長期借入 チョウキ カリイレ		(20)						(20)						 焼結工程EP設備更新 -3 ショウケツ コウテイ セツビ コウシン										(北陸)		 受電変圧器更新 -1

		連結フリーキャッシュフロー レンケツ				△74		△17				57				短期借入 タンキ カリイレ		40						41						 中央変電所受電設備更新 -3 チュウオウ ヘンデン ショ ジュデン セツビ コウシン										(高岡)		 第4工場改造 -8

																配当金 ハイトウキン		(14)						(14)						 4号炉集塵機更新 -2 ゴウ ロ シュウジン キ コウシン										(妙高)		 LIB正極材製造設備 -4

		財務活動によるキャッシュフロー ザイム カツドウ														（計） ケイ		5						5				(北陸) ホクリク		 受電変圧器更新 -1 ジュデン ヘンアツキ コウシン										(CDK)		 EM3 -24						-45

				借入金の増減 カリイレ キン ゾウゲン		△27		20				47																		 71F設備改造 -1 セツビ カイゾウ

				配当金の支払 ハイトウキン シハライ		△15		△19				△4										有利子負債増減→ ユウ リシ フサイ ゾウ ゲン		21				(日高) ヒダカ		 3PS導水路補修 -2 ドウスイロ ホシュウ						-18				株式売 カブシキ ウ		  NSB社株式売却 21 シャ カブシキ バイキャク

				その他 タ		△1		0				1																												資産売 シサン ウ		  日高送電線売却 12 ヒダカ ソウデンセン バイキャク

				合計 ゴウケイ		△42		1				43																												その他 タ		  Pertama -6												借入金残高 カリイレ キン ザンダカ										単位：億円 タンイ オクエン

																																										  定期預金払戻 20 テイキ ヨキン ハライモド														17.12末 マツ		2018						対前年末

		現金及び現金同等物の増減額 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ ゾウゲンガク				△118		△16																				財務CF ザイム																														借 カ		返 カエ		残 ザン		増減

		現金及び現金同等物の期首残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キシュ ザンダカ				205		87																						'17年 ネン		'18年 ネン																						長期外貨(M$) チョウキ ガイカ		42		0		17		25		(17)

		現金及び現金同等物の期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				87		69				△18																配当金 ハイトウキン		14		18		→ 期末（3月）8円/株、中間（9月）5円/株 キマツ ガツ エン カブ チュウカン ガツ エン カブ																				長期外貨(\) チョウキ ガイカ		47		0		19		27		(20)

																																																						(rate)		(113.05)		(110.00)		(110.00)

		有利子負債残高 ユウ リシ フサイ ザンダカ				49		69				20																																										長期邦貨 チョウキ ホウカ		2		0		0		1		(1)

																																																						長期 計 チョウキ ケイ		49		0		19		29		(20)

		借入金残高 カリイレ キン ザンダカ																																																				短期 計 タンキ ケイ		0		225		185		40		40

				NDC+CDK		49		69																																														合計 ゴウケイ		49						69		20



		現預金残高 ザンダカ

				NDC		66

鈴木 浩規: 旧CDK分合算		49																																																		投資 トウシ		財務 ザイム

				CDK		1		3																																																		-2879		-2706

				小計		67		52																																																		934		0

				関係会社（CDK以外） イガイ		19		18																																																		-3898		-1

				合計		86		69																																																		38		-16

				定期預金 テイキ ヨキン		20		0																																																		-26		-1464

																																																										-382		-4

																																																										-1		-22

						△116																																																				-257		-14

																																																										119

																																																										6

																																																										0

																																																										-709

																																																										898

																																																										-29

																																																										9

																																																										-0

																																																										0

																																																										32

																																																										-6144		-4227
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ﾊﾞｯｸﾃﾞｰﾀ

																														【減価償却費】 ゲンカ ショウキャク ヒ								M\						【減価償却費】										億円 オクエン

		【BS】																												工場 コウジョウ		2017①		2018				②		差異 サイ						2017①		2018				②		差異 サイ

																																		上 ウエ		下 シタ		計 ケイ		②‐①								上 ウエ		下 シタ		計 ケイ		②-①

																														徳島 トクシマ		243		174		260		433		191				徳島		2		2		3		4		2

																														北陸 ホクリク		274		56		79		135		(140)				北陸		3		1		1		1		(1)

																														日高(工) ヒダカ コウ		15		6		6		12		(3)				日高(工)		0		0		0		0		(0)

																														日高(発) ヒダカ ハツ		27		63		71		135		108				日高(発)		0		1		1		1		1

																														郡山 コオリヤマ		79		34		41		75		(4)				郡山		1		0		0		1		(0)

																														高岡 タカオカ		7		49		59		108		102				高岡		0		0		1		1		1

																														鹿島 カシマ		180		55		130		185		5				鹿島		2		1		1		2		0

																														妙高 ミョウコウ		210		101		115		216		6				妙高		2		1		1		2		0

																														他 ホカ								0		0				他		0		0		0		0		0

																																1,034		539		760		1,299		265				NDC 計 ケイ		10		5		8		13		3



																														CDK				193		247		440		440				CDK				2		2		4		4



																																												G.total		10		7		10		17		7

																														【設備投資】 セツビ トウシ														【設備投資】										億円 オクエン

																														工場 コウジョウ		2018				M\										2017①		2018				②		差異 サイ

																																上 ウエ		下 シタ		計 ケイ												上 ウエ		下 シタ		計 ケイ		②-①

																														徳島 トクシマ		1,398		1,177		2,575								徳島				14		12		26

																														北陸 ホクリク		103		337		440								北陸				1		3		4

																														日高 ヒダカ		23		167		190								日高				0		2		2

		【PL】																												郡山 コオリヤマ		57		145		202								郡山				1		1		2

																														高岡 タカオカ		330		577		907								高岡				3		6		9

																														鹿島 カシマ		156		158		314								鹿島				2		2		3

		売上高 ウリアゲ ダカ																												妙高 ミョウコウ		663		348		1,011								妙高				7		3		10

		販管費 ハンカンヒ																												研究 ケンキュウ		71		180		251								研究				1		2		3

		営業利益 エイギョウ リエキ																												他 ホカ						0								他				0		0		0

		営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ																														2,801		3,089		5,890								NDC 計 ケイ				28		31		59

		経常利益 ケイジョウ リエキ

		特別損益 トクベツ ソンエキ																												CDK		2,332		62		2,394		EM3						CDK		EM3		23		1		24

		税引前純利益 ゼイ ヒ マエ ジュンリエキ																														198		199		397										その他 タ		2		2		4

		法人税 ホウジンゼイ																														2,531		260		2,791								CDK 計 ケイ				25		3		28

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ

																																5,331		3,349		8,680								G.total				53		33		87



																														【外部借入金】 ガイブ カリイレ キン				113.05		110		110						【外部借入金】										億円 オクエン

		【CF】																																2017		2018												2017残 ザン		2018上 ウエ		2018下 シタ		増減 ゾウゲン

																																				上 ウエ		下 シタ										113.05		110		110

																														長期 チョウキ		外貨 M$ ガイカ		42		33		25						長期		外貨 M$		42		33		25		(17)

																																外貨 M\ ガイカ		4,701		3,648		2,722								外貨 ガイカ		47		36		27		(20)

																																邦貨 M\ ホウカ		180		150		150								邦貨 ホウカ		2		2		2		(0)

																																		4,881		3,798		2,872						長期 計 ケイ				49		38		29		(20)

																														短期 タンキ		邦貨 M\ ホウカ		0		5,000		3,500						短期 タンキ				0		50		35		35
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借入金残高単位：億円


17.12末2018対前年末


借返残増減


長期外貨(M$)4201725-17


長期外貨(\)4701927-20


(rate)(113.05)(110.00)(110.00)


長期邦貨2001-1


長期 計4901929-20
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セグメント情報 

３． セグメント情報 
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■ 国内粗鋼生産量 

３-１． 合金鉄事業  
粗鋼生産 

● ２０１７年： １億  ４６６万トン      

■ 世界粗鋼生産量 
● ２０１７年：１７億２，９００万トン     

 中 国： 国内景気減退感や米国との貿易摩擦から先行きに不透明感 
 

  インド： ２０１８年日本の生産量を超え世界第２位の生産国へ。今後も堅調な生産が見込まれる 
 

高炭素フェロマンガン生産 

  2017年の増産により昨年は需給が緩んだが、年後半からの大手生産者の減産等によりタイト化を想定 

● ２０１７年：        ４０６万トン 
■ 世界高炭素フェロマンガン生産量 

● ２０１８年：１８億  ８６０万トン 

● ２０１８年見込： ４０５万トン 

18 

● ２０１８年： １億  ４３３万トン        
（対前年０．３％減） 

（対前年４．６％増） 

● ２０１９年 

● ２０１９年 

（対前年０．２％減） 
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■ ２０１９年見通し  

■ ２０１９年事業環境 

１．高炭素フェロマンガン需要 好調を維持 

201９年展望 

 ・鉄鋼各社の粗鋼生産好調により需要も堅調に推移することを見込む 
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       ２．原料価格の高止まり 
 ・原料鉱石価格は高止まっているが、今後適正価格に落ち着くと想定 

       ３．高炭素フェロマンガン市況回復による販売価格上昇 
 ・昨年は市況下落も、需給がタイトになると想定されるため市況は上昇すると想定 

３-１． 合金鉄事業  

  2018/12 2019/12 
前 期 比 

増 減 値 増 減 率 

売 上 高 479 533 +54 +11％ 

営業利益 -12 1 +13 - 

単位：億円 
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３-１． 合金鉄事業     
合金鉄市況動向 

－$2.0/DMTU －$1.0/DMTU ＋$1.0/DMTU ＋$2.0/DMTU 

〇56 〇28 ×28 ×56 

－$200/t －$100/t ＋$100/t ＋$200/t 

×58 ×29 〇29 〇58 

【参考】通期市況感応度（為替110円/$） 
製品価格（売上高ベース） マンガン鉱石価格（コスト） （億円） （億円） 
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・高炭素フェロマンガン価格 

 2017年1月⇒$1,423/t  

 2018年1月⇒$1,336/t （前年同月比約6%減） 

 2018年12月⇒$1,165/t （2018年1月比約13%減） 

 2019年直近⇒$1,219/ｔ 

・マンガン鉱石価格 

 2017年1月⇒$9.50/DMTU  

 2018年1月⇒$7.15/DMTU （前年同月比約25%減） 

 2018年12月⇒$7.55/DMTU （2018年1月比約6%増） 

  2019年直近⇒$6.81/DMTU 
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■ パータマフェロアロイズ社〈当社25％出資〉（マレーシア） 

今後、プロジェクトとしての最適操業の早期
実現を目指す 

順調な生産・販売体制の実現により  

当社収益への寄与を期待 
 

生　産　品　種 数量（MT/年）

54,000

60,000

電気炉数

33MVA × 3基

5MVA × 2基

33MVA × 3基

200,000

シリコマンガン（SiMn）

中低炭素フェロマンガン（FMnML）

フェロシリコン（FeSi）

焼結鉱（原料用）

120,000

３-１． 合金鉄事業 
海外プロジェクト 

〈生産予定数量〉 
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FMnMLの原料である
SiMn 約40千Tを外販中 

・シリコマンガン、フェロシリコン計6基の電気炉  
 での安定操業中 ⇒ 一部設備の改善による 
 生産性の向上に取組中 
・自社焼結設備、2017年10月稼働後、安定操業中 
・中低炭素フェロマンガン2基は設備改善を検討 
  中、 稼働は2019年末に順延予定 
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・2013年6月、南アフリカのマンガン鉱山（Kudumane鉱山）権益を取得し、採掘を開始。 

・2013年8月以降本格的な船積みを中国向けに開始。 

・本年も当社で受け入れを実施。 

・2016年11月、新規鉱区の採掘権取得。2018年11月に商業生産を開始。 

・合金鉄市況、鉱石価格の変動に対し、Mnビジネス全体として収益バランスを図る。 
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Kudumane鉱山生産量(※)と販売数量推移 
マンガン鉱石生産量（万t） 
マンガン鉱石販売数量（万t） 

(※)生産量には低品位グレード品は含まない 

⇒2017年は生産・販売ともに堅調に推移。 
  2018年も前年比で生産量、販売量共に増加。 

３-１． 合金鉄事業  
マンガン鉱山投資 

⇒Mn鉱石の市況は2018年4月の$8.90をピークに 
  下落した。7月以降は上昇基調となったが、年明 
  けからは再び調整局面となり下落。 
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Mn鉱石($/Mn%・右軸) 
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2017年より、 
当社収益に寄与 
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■ ２０１９年 年間事業環境と取り組み 

■ ２０１９年 年間見通し 
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ﾘﾁｳﾑｲｵﾝ電池正極材料 水素吸蔵合金 

ニッケル水素電池負極材料 

2019年展望 

３-２． 機能材料事業  

ジルコニア、ﾏﾝｶﾞﾝ化成品 フェロボロン 

モーター センサー、排ガス用触媒 

１．事業環境 
 ・環境規制などにより、世界的に環境車の需要増。 
  ⇒ 電動化の加速。  
 ・自動車の安全機能の標準化（自動運転・車線逸脱警報等） 
   に伴う電子部品の搭載数量増。  
  ⇒ 電装化の拡大。 
 
   
 
２．取り組み 
  1）電動化・電装化需要への着実な取り込み 
  2）新体制の下、経営環境の変化に迅速対応  
   
   

当社の自動車関連製品 

単位：億円 

当社自動車関連部材の需要旺盛 

  2018/12 2019/12 
前 期 比 

増 減 値 増 減 率 

売 上 高 120 133 +13 +11% 

営業利益 15 15 +0 +3% 
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		ほう酸の契約金額変更について サン ケイヤク キンガク ヘンコウ

		・		2017年の契約数量（＊添付①）に対して30＄/ｔを値引きしている。 ネン ケイヤク スウリョウ テンプ タイ ネビ



		・		2017年契約数量分をその都度纏まった段階で値引きを実施。（＊添付②） ネン ケイヤク スウリョウ ブン ツド マト ダンカイ ネビ ジッシ

				そのタイミングについては不定期である。今契約については、11月積み分を フテイキ コン ケイヤク ガツ ツ ブン

				1回目として行った。 カイ メ オコナ

										1,704ｔ

		値引きの作業方法 ネビ サギョウ ホウホウ

				メーカーに対しては船積毎に送金を行っている。（＊添付③～⑧） タイ フネ ツミ ゴト ソウキン オコナ テンプ

				【仕入/買掛金】 シイレ カイカケキン

				メーカーより　Provisional Debit Noteが届き、その書類にサインを行う。　（＊添付②） トド ショルイ オコナ テンプ

								↓

				機能材料管理部は上記数量（エクセル）を纏め、北陸工場へ。　（＊添付⑨） キノウ ザイリョウ カンリ ブ ジョウキ スウリョウ マト ホクリク コウジョウ テンプ

								↓

				北陸工場としてE1入力を行い、買掛金のﾏｲﾅｽを行う。【未収入金/買掛金】 ホクリク コウジョウ ニュウリョク オコナ カイカケキン オコナ ミシュウニュウキン カイカケ キン

								↓

				機能材料管理部は未収入金として処理を行う。（添付⑩） キノウ ザイリョウ カンリ ブ ミシュウニュウキン ショリ オコナ テンプ

								↓

				経理は未収入金として処理。【買掛金/仕入】 ケイリ ミシュウニュウキン ショリ カイカケキン シイレ

				会計監査に対しては、その都度別紙の通り報告している。（＊添付⑪） カイケイ カンサ タイ ツド ベッシ トオ ホウコク テンプ





交通費

						出発 シュッパツ		到着 トウチャク		手段 シュダン		金額 キンガク		備考 ビコウ

		2018年 ネン		43138		東京 トウキョウ		西早稲田 ニシワセダ		地下鉄 チカテツ		400		往復　200×2 オウフク

				43139		秋葉原 アキハバラ		つくば		私鉄 シテツ		2,380		往復　1,190×2 オウフク

				43164		東京 トウキョウ		浜松町 ハママツチョウ		JR		320		往復　160×2 オウフク

				43173		有楽町 ユウラクチョウ		東京 トウキョウ		JR		140		140
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				酸化La サンカ

				各月市況 カクツキ シキョウ				Q平均 ヘイキン				率 リツ

				Low		High		Low		High		Low		High

		1月 ガツ		1.96		2.14																				Low		High

		2月		1.99		2.19		1.983		2.177														1Q		1.983		2.177

		3月		2		2.2																		2Q		2.003		2.213				1.010		1.017

		4月		2		2.2																		3Q		2.297		2.497				1.146		1.128

		5月		2		2.2		2.003		2.213		1.010		1.017										4Q		2.427		2.557				1.057		1.024

		6月		2.01		2.24

		7月		2.08		2.28																				Low		High

		8月		2.28		2.53		2.297		2.497		1.146		1.128										1Q		4.977		6.077

		9月		2.53		2.68																		2Q		5.123		6.320				1.029		1.040

		10月		2.48		2.63																		3Q		5.960		6.513				1.163		1.031

		11月		2.44		2.58		2.427		2.557		1.057		1.024										4Q		6.283		6.600				1.054		1.013

		12月		2.36		2.46

				Laメタル

				Low		High

		1月 ガツ		4.9		5.9

		2月		4.95		6.05		4.977		6.077

		3月		5.08		6.28

		4月		5.1		6.3

		5月		5.1		6.3		5.123		6.320		1.029		1.040

		6月		5.17		6.36

		7月		5.49		6.44

		8月		6.02		6.3		5.960		6.513		1.163		1.031

		9月		6.37		6.8

		10月		6.45		6.9

		11月		6.35		6.65		6.283		6.600		1.054		1.013

		12月		6.05		6.25

												1.029		1.040

												1.163		1.031

												1.054		1.013





Sheet4

																千円 セン エン



						2016年 ネン				2017年 ネン				差異 サイ

						売上 ウリアゲ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上 ウリアゲ		営業利益 エイギョウ リエキ		売上 ウリアゲ		営業利益 エイギョウ リエキ

		徳島 トクシマ		新素材 シンソザイ		1,112,245		193,716		1,260,784		228,365		148,539		34,649

				ほう素 ソ		431,642		49,269		376,300		57,469		-55,342 		8,200

		北陸 ホクリク		合金系 ゴウキン ケイ		3,255,796		171,480		3,012,844		-17,502 		-242,952 		-188,982 

		高岡 タカオカ		新素材 シンソザイ		93,616		-1,632 		107,694		2,441		14,078		4,073

				電池 デンチ		1,065,527		-532,615 		675,864		81,677		-389,663 		614,292

		妙高 ミョウコウ		MH		2,645,355		430,428		3,135,263		596,517		489,908		166,089

				化成品 カセイヒン		984,030		167,217		1,016,311		145,809		32,281		-21,408 

														-3,151 		616,913

				LA		228,780		-18,406 

				磁石 ジシャク		650,849		24,031

				計 ケイ		879,629		5,625
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		機能材料管理部より出張について、口頭で2点、ご報させて頂きます キノウ ザイリョウ カンリ ブ シュッチョウ コウトウ テン ホウ イタダ

		中国出張報告です。 チュウゴク シュッチョウ ホウコク



				3月27日～30日の期間で、私と妙高工場から2名で行って参りました。 ガツ ニチ ニチ キカン ワタシ ミョウコウ コウジョウ メイ イ マイ

				中国の南に位置する広西自治区の南寧から更に南へ約150Kmに行った、欽州にある チュウゴク ミナミ イチ コウセイ ジチク ナン ネイ サラ ミナミ ヤク イ キン シュウ

				欽州藍天化工行って参りました。広西藍天のｸﾞﾙｰﾌﾟの1社で乾式法により硫酸ﾏﾝｶﾞﾝを製造しております。 キン シュウ ラン テン カコウ イ マイ ヒロニシ ラン テン シャ カンシキ ホウ リュウサン セイゾウ

				妙高工場で生産する化成品の原料として、2018年は750ｔ/年使用する計画となっております。 ミョウコウ コウジョウ セイサン カセイヒン ゲンリョウ ネン ネン シヨウ ケイカク



				主な目的は今後の増量に向けた生産管理チェックの確認、フレコンの改善そして、今年度の購入数量について シュ モクテキ コンゴ ゾウリョウ ム セイサン カンリ カクニン カイゼン コンネンド コウニュウ スウリョウ

				協議して参りました。 キョウギ マイ



				品質チェックについては、当社が準備したチェック項目に従い行いました。昨年の6月ISOの認定を受けており ヒンシツ トウシャ ジュンビ コウモク シタガ オコナ サクネン ガツ ニンテイ ウ

				満足した結果になりましたが、工場環境においては５S等が不十分であり、指摘注意を行いました。 マンゾク ケッカ コウジョウ カンキョウ トウ フジュウブン シテキ チュウイ オコナ

				また、品質面で改善が必要な所については今後両社で検討を重ねて行きたいと考えております。 ヒンシツメン カイゼン ヒツヨウ トコロ コンゴ リョウシャ ケントウ カサ イ カンガ

				フレコンについては当社が現場指導を行いましたので、次回出荷分から改善すると思われます。



				生産量についても順調に推移しており、2017年は8万ﾄﾝと前年に比べ1万ﾄﾝ増加しており セイサン リョウ ジュンチョウ スイイ ネン マン ゼンネン クラ マン ゾウカ

				当社の要求数量に対して問題ない状況でありますが、価格についいては協議中です。 トウシャ ヨウキュウ スウリョウ タイ モンダイ ジョウキョウ カカク キョウギチュウ



				中国全体の硫酸ﾏﾝｶﾞﾝの生産量は20万トンで主な需要家は肥料メーカーであり、電池材料としてはこれからのようです。 チュウゴク ゼンタイ リュウサン セイサン リョウ マン オモ ジュヨウカ ヒリョウ デンチ ザイリョウ

				藍天としても国内の電池メーカー向けにテストとして出荷しましたが、本格的には出荷はしていないとの事。 ラン テン コクナイ デンチ ム シュッカ ホンカクテキ シュッカ コト



		チリ　出張予定報告です。 シュッチョウ ヨテイ ホウコク



				4月7日～16日の期間で、谷奥常務と私、そして商社と予定しております。 ガツ ニチ ヒ キカン タニオク ジョウム ワタクシ ショウシャ ヨテイ



				目的はフェロボロンの主要原料である、ほう酸メーカーの一社である、キーボラックスの工場視察と モクテキ シュヨウ ゲンリョウ サン イッシャ コウジョウ シサツ

				更なる関係強化の為、出張致します。 サラ カンケイ キョウカ タメ シュッチョウイタ



				現在、メーカーと当社との間に入っている、商社であるロキシーインターナショナルは井上社長が一人で行っておりますが、 ゲンザイ トウシャ アイダ ハイ ショウシャ イノウエ シャチョウ ヒトリ オコナ

				年齢が69歳ということで今後、ﾒｰｶｰと取引を続けるうえで、商社としての取引リスクがあると考えております。 コンゴ トリヒキ ツヅ ショウシャ トリヒキ カンガ

				社長もまだ健康であり、現在取引継続には問題ないと思われますが、リスクを考え先ずはﾒｰｶｰとの関係強化を進めて シャチョウ ケンコウ ゲンザイ トリヒキ ケイゾク モンダイ オモ カンガ マ カンケイ キョウカ スス

				参りたいと考えております。
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		FAX

																4/16/18



		株式会社神戸酒心館　御中 カブシキガイシャ コウベ サケ シン カン オンチュウ



		　ご案内頂き誠にありがとうございました。 アンナイイタダ マコト



				第22回　福寿を楽しむ会／東京 ダイ カイ フクジュ タノ カイ トウキョウ



				2018年5月9日（水）を希望いたします。 ネン ガツ ニチ スイ キボウ



				参加人数は3名です。 サンカ ニンズウ メイ





		　　＊尚、中央電気工業株式会社　谷奥社長宛でご案内を頂いておりますが ナオ チュウオウ デンキ コウギョウ カブシキガイシャ タニオク シャチョウ アテ アンナイ イタダ

		　　　今年の1月より、社名が変わり新日本電工株式会社となりました。 コトシ ガツ シャメイ カ シンニホン デンコウ カブシキガイシャ

		　　　谷奥は在籍しておりますが、役職は取締役常務執行役員となります。 タニオク ザイセキ ヤクショク トリシマリヤク ジョウム シッコウ ヤクイン





										新日本電工株式会社　機能材料管理部 シンニホン デンコウ カブシキガイシャ キノウ ザイリョウ カンリ ブ

										〒103-0028

										　　東京都中央区八重洲1-4-16東京建物 トウキョウト チュウオウク ヤエス トウキョウ タテモノ

										　　八重洲ﾋﾞﾙ4階 ヤエス カイ

														椙山　弘明 スギヤマ ヒロアキ

														（スギヤマヒロアキ）
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		バッチ別仕訳表 ベツ シワケ ヒョウ				入金後に入金予定、入金実績をAS400に入力 ニュウキン ゴ ニュウキン ヨテイ ニュウキン ジッセキ ニュウリョク
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						入金伝票出力指示入力 ニュウキン デンピョウ デ リョク シジ ニュウリョク
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●自動車部品関連の表面処理は堅調。 

●水素エネルギー関連の純水製造装置は、エネファーム向けは堅調に推移。

水素ステーション及び産業用水素製造装置向けも着実に増加。 

 

■ 事業環境 

■ ２０１９年取り組み 
  ●自動車部品関連の需要掘り起こしと水素関連に注力。  
  ●東南アジアなど成長が期待される海外での事業展開を推進。 
  ●大型設備案件（ほう素回収設備等）の新規成約に向けた営業活動。 
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３-３． 環境事業 
【環境システム事業】 

【電気炉による焼却灰溶融固化処理事業】 
 

● 高温での溶融固化処理により、ダイオキシンの分解、重金属の無害化・安定化を実現 

● 循環型社会のニーズへの貢献： 

  ・ 溶融スラグ（商標登録：エコラロック）は路盤材他広範囲用途に販売 

  ・ 溶融メタルからは有価金属（金・銀・銅他）を回収［都市鉱山］ 

   パーフェクトリサイクルの達成 

■ 事業の特色 

エネファーム 

水素ステーション 
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■ ２０１９年見通し 

25 

３-３． 環境事業 

■ 事業環境 

処理量推移 

 ● 専用炉３炉による処理能力「トータル１０万トン/年超」を確立 

 ● 排出事業者の資源リサイクルのニーズに応えるべく、営業活動を展開 

■ ２０１９年取り組み 

0

20

40

60

80

100

'02 '04 '06 '08 '10 '12 '14 '16 '18

処
理
量[
千
ト
ン]

処 理 量 推 移

 ● 当社の事業の特徴であるパーフェクトリサイクルを強みとした 
    営業活動を継続  
  ● 埋立て処分場確保が困難等、問題を抱える排出事業者への 
   アプローチ 
  ● 新規事業分野へのアプローチ 
  

  2018/12 2019/12 
前 期 比 

増 減 値 増 減 率 

売 上 高 60 57 -3 -7% 

営業利益 10 10 +0 +8% 

単位：億円 
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						KF1		KF2/EM3		EM1		EM2		Total		EM計 ケイ

		'95		H7年度 ネンド		0		0		0		0		0		0

		'96		H8年度 ネンド		0		839		0		0		839		839

		'97		H9年度 ネンド		0		2,126		0		0		2,126		2,126

		'98		H10年度 ネンド		2,462		5,017		0		0		7,479		7,479

		'99		H11年度 ネンド		4,001		7,157		0		0		11,158		11,158

		'00		H12年度 ネンド		5,195		8,800		0		0		13,995		13,995

		'01		H13年度 ネンド		4,959		8,963		0		0		13,922		13,922

		'02		H14年度 ネンド		4,366		5,590		12,054		0		22,010		22,010

				H15年度 ネンド		5,691		7,931		17,694		0		31,316		31,316

		'04		H16年度 ネンド		4,427		8,406		15,867		6,576		35,276		35,276

				H17年度 ネンド		4,993		13,283		16,122		18,816		53,214		53,214

		'06		H18年度 ネンド		3,869		10,451		19,663		20,117		54,100		54,100

				H19年度 ネンド		4,083		7,826		20,620		22,028		54,557		54,557

		'08		H20年度 ネンド		2,552		5,310		22,804		21,461		52,127		52,127

				H21年度 ネンド		1,982		4,481		19,437		24,584		50,484		50,484

		'10		H22年度 ネンド		260		4,301		21,624		23,381		49,566		49,566

				H23年度 ネンド		440		4,140		23,740		25,545		53,865		53,865

		'12		H24年度 ネンド		1,171		994		26,646		27,062		55,873		55,873

				H25年度 ネンド		1,760		0		30,346		31,167		63,273		63,273

		'14		H26年度 ネンド		1,606		0		37,540		33,415		72,561		72,561

				H27年度 ネンド		335		0		36,260		36,917		73,512		73,512

		'16		H28年度 ネンド		0		0		36,342		37,585		73,927		73,927

				H30年度 ネンド		0				35,150		36,150		71,300		71,850

		'18		H30年度 ネンド		0				35,150		36,150		71,300		82,232

				H30年度 ネンド		0				35,150		36,150		71,300		90,250				197,700		197,700
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■ FIT制度を活用した水力発電事業 
 
  ●売電に特化した事業転換 
 
  ●第2発電所は順調に稼働中 
   第3発電所は2月から営業運転開始 
 
    
 
 
  ●フル発電体制が整い、今後の収益に貢献 
 
  ●安定操業の継続 

26 

幌満ダム 

３-４． 電力事業 

第2発電所 4,406kW  稼働中（2017年11月～） 

第3発電所 6,221kW  2019年2月稼働開始 

幌満川水力発電所 

第３発電所 

発電機 

  2018/12 2019/12 
前 期 比 

増 減 値 増 減 率 

売 上 高 6 13 +7 +117% 

営業利益 1 7 +6 +600% 

単位：億円 
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「探索研究」、「商品開発」、「プロセス技術開発」のフェーズに分け、
セグメントの事業戦略に即し推進 

３-５． 研究開発状況 
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合金鉄事業 

 
 
 
 

●副生品高付加価値化 
 ・スラグ利用技術 
    

●コスト競争力向上技術 
 ・鉱石多様化技術 
 ・安価原料使用技術 
 ・AI利用操業安定化 
 ・炉前作業機械化など 
●環境技術 
 ・環境負荷低減技術など 

機能材料事業 

●次世代電子部品用材料 
 ・蓄熱材料応用技術など 
●次世代電池材料 
●3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ用微粉材料 
●地球環境対策関連材料 
 ・高性能触媒など 

 

●車載用高性能電池材料 
 ・水素吸蔵合金 
●高機能ジルコニア 
 ・電子部品用 
 ・電池添加剤 
 ・フィルム用など 
●自動車用助触媒 
 ・新コンセプト品など 

●コスト競争力向上技術 
 ・成分制御技術 
 ・安価プロセス開発 
 ・部材長寿命化 
 ・歩留まり向上技術など 

環境事業  
 

 ●顧客開拓・改善 
 ・純水製造装置 
 ・プラント向け水処理ユニットなど 

探索研究 商品開発 プロセス開発 
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中期経営計画 
2018～2020 

４． 中期経営計画（2018～2020年） 
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４-１ ． 中期経営計画（2018～2020年） 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ... 2025 

創業100周年（2025年）に向けた一里塚  

中期経営計画(2018～2020) 前中期経営計画(2015～2017) 

2018/1 
完全統合 

統合 

選択と集中 

2014/7 経営統合 
新日本電工誕生 

創業100周年 

2Cores 
4Cores 

4Cores 
+ 

企業基盤強化 

⇒事業ポートフォリオの完成 
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 ●合金鉄・機能材料・環境・電力の４つのコア事業を更に推進 
    安定的な連結収益体制の完成 

●経営資源を完全に一体化・連携 
    相乗効果を早期にフル発揮 

●企業基盤の構築 
     社会から信用信頼されるグループへ 

『「4Cores 」+将来につながる企業存立基盤の確立』 
 

中期経営計画の基本方針  

４-１ ． 中期経営計画（2018～2020年） 

zxv 



© 2019 Nippon Denko Co., Ltd. 31 

『４Cores』  ２０２０年へ向けて  

  設備・操業管理の徹底による 
  安定操業の確立 

合金鉄 

水処理・設備の国内外への積極的展開 
焼却灰溶融処理のフル操業 環 境 

幌満川水力発電所（2基）のフル発電 電 力 

製造受託の安定操業（電池材料） 
需要に合わせた効率的生産体制の確立 

機能 
材料 

中 
期 

経 

営 

計 

画 

の 

着 

実 

な 

実 

施 

 
 

安 

定 

的 

な 

連 

結 

収 

益 

体 

制 

の 

完 

成 
４-２ ． 中期経営計画の進捗状況 

zxv 
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４-２ ． 中期経営計画の進捗状況 

32 

『将来につながる企業存立基盤の確立』①  

  ３年間の投資総額 200億円を計画 

  基盤強化  

  事業戦略投資 

   『老朽更新』 『環境安全』 『コスト改善』 
 → リスクが高く早期対応が必要なものから早期に実行 
 → 必要性と実現可能性、投資効率について検討し実行 130億円を投資 

（令達ベース） 

   『事業拡大につながる投資』 
 → 環境の変化も踏まえて柔軟に実行 

進捗状況   
2018年 2019年 

   【実績：30%】    【計画：30%】 
2020年 

＜2019年で約6割の進捗＞ 

zxv 
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『将来につながる企業存立基盤の確立』②  

2018年 2020年 

「継続的な改善」 を進め 「自律的で強い現場」 を造る 

第1段階 （導入・定着） 第2段階（本格展開） 

・ KPI目標管理活動 

  

 
  

 
 

        

   

   

   

    

       
       
  

DENKO WAY体制を整え、本格的活動を開始 

４-２ ． 中期経営計画の進捗状況 

2019年 

• DC&M活動開始 

• KPIの導入 

(＊)Denko Circle & Management の略 ：  JKサークル活動（デンコーサークル）を継承しながらも、 
   上司（マネジメント）の関与を強め成果の上がる活動を目指す。 

(＊) 

  

    

（仕訳 ⇒ 整頓 ⇒ 清掃 ⇒ 作業標準化 ⇒ 守節維持） 
（活動版の掲示による実施前・後の見える化） 

 

・ 新５Ｓ活動 

工場活動の開始         本社活動の開始 

・ 見える化活動 
・ 在庫管理 （在庫把握、資産の選別と掬い上げ） 

・ 重点活動 

継続 
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『将来につながる企業存立基盤の確立』③  

 
 

  
 

 
  

 
 

 
  

 
  

     
 

 
 

 
 

 

  
 

    

※ 

４-２ ． 中期経営計画の進捗状況 

＜主要施策＞ ＜2018年 実績＞ ＜2019年 計画＞ 

働き方改革 • キャリアリターン制度の制定 
• 男性育休の取得推進 

• テレワーク在宅勤務制導入 （2/1～） 
• インターバル勤務制度導入予定 
• 有給休暇取得向上への施策 
• 男性育休取得向上 

女性活躍推進 • 「くるみん」「えるぼし」取得に向け、育
児休業規程等の改正 

• 『くるみん』申請、取得への取組み 
• 一般職から総合職への転換制度策定 

連結企業価値
向上 

• 会社案内ビデオ／ホームページ掲載 • 役員株式報酬制度の実施予定 
• 「環境経営」方針を基軸とした取組み強化 
• ホームページ上の「バーチャル工場見学会」

検討 

選択と集中 • 関係会社の再編を実施 
   日電産業 ： 解散  
             → 他社に業務委託 

・ 関係会社の再編を実施 
   中電産業     ： 他社に株式譲渡 
   日高エナジー ： 解散 

その他 • 障害者雇用への取組み強化 
• 内部統制（外部コンサル導入）の充実 

・ 障害者雇用への環境整備・職務選定 
・ 新基幹業務システムの検討 
・ 研修受講履歴の見える化 
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＜2020年最終目標＞ 

連結売上高    ８６５億円 

連結営業利益   ８０億円 

４-３ ． 中期経営計画２０２０年達成に向けて 

（単位：億円） 

479 533 562 

260 269 303 
（739） 

-12 1 
32 29 34 

48 
（17） 

（35） 

（80） 

2018年実績 
売上高 / 営業利益 

2019年予想 
売上高 / 営業利益 

2020年中計 
売上高 / 営業利益 

（802） 
（865） 

（１）完全統合による相乗効果の更なる発揮 

・ 合金鉄    ： 自助努力の最大発揮（安定操業、減産回避、コスト改善） 
            製品市況・原料価格・為替のリスクのミニマム化 
・ 合金鉄以外 ： 外部環境に左右されない安定的な収益体制の実現  

・ 技術、経験・ノウハウの複合・共有活用による横展開 
・ 経営資源を一体化・連携させ４コア事業へ最適配分・フル活用 

合金鉄 

合金鉄以外 

合金鉄以外 

合金鉄 

経常利益 ８５億円、ROE 8%以上 

（２）事業ごとの取り組み 

zxv 

２０１９年：増収・増益達成へ 
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DENKO WAY 全体観 

参 考       DENKO WAYの活動理念 
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参 考       連結経営指標等  

2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年
売上高 百万円 61,828 71,987 71,212 61,425 54,408 75,864 82,902 58,486 71,346 73,944
営業利益 百万円 775 10,238 8,796 3,723 3,593 2,720 2,046 1,717 9,639 1,701
事業利益 百万円 837 10,310 8,881 3,794 3,678 2,840 2,190 1,855 9,839 1,839
経常利益 百万円 922 10,538 8,860 3,516 3,978 2,286 211 1,614 9,239 1,947
当期純利益 百万円 171 5,989 4,604 △ 516 2,273 10,807 △ 14,181 △ 116 7,988 2,352
総資産(期末) 百万円 66,236 73,405 72,152 71,731 71,752 116,511 92,827 84,563 98,447 99,917
株主資本(期末) 百万円 45,075 50,721 54,218 52,819 54,538 76,737 62,281 61,815 68,372 69,111

有利子負債残高(期末) 百万円 7,080 5,160 5,150 2,770 1,600 13,468 10,630 7,891 4,927 10,432
株主資本比率(期末) ％ 68.05 69.10 75.14 73.63 76.01 65.86 67.09 73.10 69.45 69.17
発行済株式総数 千株 110,433 110,433 110,433 110,433 110,433 146,741 146,741 146,741 146,741 146,741
自己所有株式数 千株 240 261 274 279 293 304 306 306 308 309
1株当たり期末株主資本 円 408.17 459.29 490.96 478.29 493.86 522.94 424.43 421.26 465.94 465.94
1株当たり当期純利益 円 1.56 54.36 41.80 △ 4.69 20.64 85.17 △ 93.84 △ 0.80 54.55 16.06
1株当たり配当額 円 3.00 10.00 8.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 13.00 5.00
ROE(株主資本当期純利益率) ％ 0.38 12.51 8.78 △ 0.97 4.24 14.08 △ 22.77 △ 0.19 11.68 3.40
ROA(総資産事業利益率) ％ 1.26 14.05 12.31 5.29 5.13 2.44 2.36 2.19 9.99 1.84
ROS(売上高事業利益率) ％ 1.35 14.32 12.47 6.28 6.76 3.74 2.64 3.17 13.79 2.49
売上高経常利益率 ％ 1.49 14.64 12.44 5.82 7.31 3.01 0.25 2.76 12.95 2.63

株価
期中最高株価 円 776 728 691 416 410 338 329 266 545 528
期中最低株価 円 192 500 306 172 241 241 207 145 242 193
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						2009年 ネン		2010年 ネン		2011年 ネン		2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン

		売上高 ウリアゲ ダカ		百万円 ヒャクマンエン		61,828		71,987		71,212		61,425		54,408		75,864		82,902		58,486		71,346		73,944

		営業利益 エイギョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		775		10,238		8,796		3,723		3,593		2,720		2,046		1,717		9,639		1,701

		事業利益 ジギョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		837		10,310		8,881		3,794		3,678		2,840		2,190		1,855		9,839		1,839		営業利益+受取利息・配当金

		経常利益 ケイジョウ リエキ		百万円 ヒャクマンエン		922		10,538		8,860		3,516		3,978		2,286		211		1,614		9,239		1,947

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		百万円 ヒャクマンエン		171		5,989		4,604		△ 516		2,273		10,807		△ 14,181		△ 116		7,988		2,352

		総資産(期末) ソウシサン キマツ		百万円 ヒャクマンエン		66,236		73,405		72,152		71,731		71,752		116,511		92,827		84,563		98,447		99,917		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン		2017年 ネン		2018年 ネン

		株主資本(期末) カブヌシ シホン キマツ		百万円 ヒャクマンエン		45,075		50,721		54,218		52,819		54,538		76,737		62,281		61,815		68,372		69,111		76737188645		62281501539		61815975896		68372624900		68372624900

		有利子負債残高(期末) ユウ リシ フサイ ザンダカ キマツ		百万円 ヒャクマンエン		7,080		5,160		5,150		2,770		1,600		13,468		10,630		7,891		4,927		10,432

		株主資本比率(期末) カブヌシ シホン ヒリツ キマツ		％		68.05		69.10		75.14		73.63		76.01		65.86		67.09		73.10		69.45		69.17

		発行済株式総数 ハッコウ スミ カブシキ ソウスウ		千株 センカブ		110,433		110,433		110,433		110,433		110,433		146,741		146,741		146,741		146,741		146,741		146,741,292		146,741,292		146,741,292		146,741,292		146,741,292

		自己所有株式数 ジコ ショユウ カブシキスウ		千株 センカブ		240		261		274		279		293		304		306		306		308		309

		1株当たり期末株主資本 カブ ア キマツ カブヌシ シホン		円 エン		408.17		459.29		490.96		478.29		493.86		522.94		424.43		421.26		465.94		465.94

		1株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		円 エン		1.56		54.36		41.80		△ 4.69		20.64		85.17		△ 93.84		△ 0.80		54.55		16.06		純利益/期中平均株式数 ジュンリエキ キチュウ ヘイキン カブシキスウ

		1株当たり配当額 カブ ア ハイトウ ガク		円 エン		3.00		10.00		8.00		5.00		5.00		5.00		5.00		5.00		13.00		5.00

		ROE(株主資本当期純利益率) カブヌシ シホン トウキ ジュンリエキ リツ		％		0.38		12.51		8.78		△ 0.97		4.24		14.08		△ 22.77		△ 0.19		11.68		3.40

		ROA(総資産事業利益率) ソウシサン ジギョウ リエキ リツ		％		1.26		14.05		12.31		5.29		5.13		2.44		2.36		2.19		9.99		1.84

		ROS(売上高事業利益率) ウリアゲ ダカ ジギョウ リエキ リツ		％		1.35		14.32		12.47		6.28		6.76		3.74		2.64		3.17		13.79		2.49

		売上高経常利益率 ウリアゲ ダカ ケイジョウ リエキ リツ		％		1.49		14.64		12.44		5.82		7.31		3.01		0.25		2.76		12.95		2.63







		株価 カブカ

		期中最高株価 キチュウ サイコウ カブカ		円 エン		776		728		691		416		410		338		329		266		545		528

		期中最低株価 キチュウ サイテイ カブカ		円 エン		192		500		306		172		241		241		207		145		242		193






