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連　結　注　記　表 

（連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記） 
１．連結の範囲に関する事項 
　連結子会社は７１社であり、主要な連結子会社の名称は次のとおりです。 
ＤＯＷＡエコシステム譁、ＭＯＤＥＲＮ ＡＳＩＡ ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＣ．、ＤＯＷＡメタルマイン譁、小坂製錬譁、
秋田製錬譁、ＤＯＷＡエレクトロニクス譁、ＤＯＷＡメタルテック譁、ＤＯＷＡサーモテック譁 

　なお、前連結会計年度まで非連結子会社であった岡山砿油㈱、オートリサイクル秋田㈱、バイオディーゼル岡山㈱、ＤＯＷＡ ＥＣＯ-

ＳＹＳＴＥＭ ＳＩＮＧＡＰＯＲＥ ＰＴＥ．ＬＴＤ．、江西同和資源綜合利用有限公司、秋田リサイクル・アンド・ファインパック㈱、ＨＩＧＨＴＥＭＰ 
ＦＵＲＮＡＣＥＳ ＬＴＤ．および昆山同和熱処理工業炉有限公司は重要性が増したため、当連結会計年度から連結の範囲に含めています。 
　上記以外の子会社のうち、卯根倉鉱業譁ほか計１６社（休眠会社静狩金山譁ほか計２社を含む）の合計の総資産、売上高、当期純損
益（持分に見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結総資産、連結売上高、連結当期純損益および利益剰余金等に対
し、いずれも僅少であり、全体として連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため非連結子会社としました。 

２．持分法の適用に関する事項 
　持分法適用関連会社は１３社であり、主要な持分法適用関連会社の名称は次のとおりです。 
　光和精鉱譁、小名浜製錬譁、ＭＩＮＥＲＡ ＴＩＺＡＰＡ， Ｓ．Ａ．ＤＥ Ｃ．Ｖ．、藤田観光譁 
　なお、ＴＤパワーマテリアル㈱は重要性が増したため、当連結会計年度から持分法の適用の範囲に含めています。 
　卯根倉鉱業譁ほか非連結子会社計１６社（休眠会社静狩金山譁ほか計２社を含む）および関連会社計６社の合計の当期純損益（持分に
見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結当期純損益および利益剰余金等に対し、いずれも僅少であり、全体とし
て連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため持分法を適用していません。 
　また、これらの会社に対する投資については原価法により評価しています。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 
　連結子会社のうち、ＭＯＤＥＲＮ ＡＳＩＡ ＥＮＶＩＲＯＮＭＥＮＴＡＬ ＨＯＬＤＩＮＧＳ ＩＮＣ．、蘇州同和資源綜合利用有限公司、同和金属材
料（上海）有限公司等海外１５社の決算日は１２月３１日です。連結計算書類の作成にあたっては、同社の決算日の財務諸表を使用し、
連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っています。 

４．会計処理基準に関する事項 
（１）重要な資産の評価基準および評価方法 

① 有価証券の評価基準および評価方法 
その他有価証券（時価のあるもの）…… 
 
その他有価証券（時価のないもの）…… 
持分法非適用の非連結子会社および関連会社株式 

……移動平均法による原価法 
② デ リ バ テ ィ ブ……時価法 
③ たな卸資産の評価基準および評価方法 
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっています。 
金・銀・銅・鉛・亜鉛・プラチナ・パラジウム・ロジウム・カドミウム 

……先入先出法 
そ の他の主要なたな卸資産……移動平均法および個別法 

（２）重要な固定資産の減価償却の方法 
① 有形固定資産（リース資産を除く） 
定率法 
　ただし、最終処理施設は生産高比例法、平成１０年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法 
　なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。 

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
平均法により算出しています） 
移動平均法による原価法 

（１） 



②無形固定資産（リース資産を除く） 
定額法 
　なお、耐用年数については、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（５年）、ソフトウェア以外は法人税法に規
定する方法と同一の基準によっています。 

③ リース資産 
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
……自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法により算定しています。 
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 
……リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によっています。 
なお、リース取引開始日が平成２０年３月３１日以前の所有権移転外ファイナンス・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います。 

（３）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 
　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率によ
り計上し、貸倒懸念債権など特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しています。 

② 賞与引当金 
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。 

③ 役員賞与引当金 
　役員に対して支給する賞与（業績連動報酬の業績連動部分を含む）の支出に充てるため、当連結会計年度における支給見込額
に基づき、当連結会計年度に見合う分を計上しています。 

④ 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および年金資産の時価に基づき計上しています。 
　数理計算上の差異については、主として発生の翌連結会計年度以降、定額法により５年間での按分額を営業費用に計上しています。 
　なお、一部の連結子会社については、簡便法を採用しています。 

⑤ 役員退職慰労引当金 
　連結子会社の一部は役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく要支給額を計上しています。 

⑥ 環境対策引当金 
　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（平成１３年６月２２日 法律第６５号）の規定によるポリ塩化
ビフェニル廃棄物の処分費用に充てるため、当連結会計年度末における処分費用の見積額を計上し、固定負債の「その他の引当金」
に含めて表示しています。 

（４）重要な収益および費用の計上基準 
完成工事高および完成工事原価の計上基準 
　当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約については、工事進行基準を適用し、その他の
工事契約については、工事完成基準を適用しています。 
　なお、工事進行基準を適用する工事の当連結会計年度における進捗度の見積りは、主として原価比例法によっています。 

（５）その他の連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 
① ヘッジ会計の方法 
イ．ヘッジ会計の方法 
　原則として、繰延ヘッジ処理を採用していますが、借入金利息に対する金利スワップ取引については、特例処理の要件を
充たしているため特例処理を採用しています。 

（２） 



ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 
　当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は次のとおりです。 
・ヘッジ手段　……　金利スワップ取引 
　ヘッジ対象　……　借入金利息 
・ヘッジ手段　……　非鉄金属先渡取引 
　ヘッジ対象　……　たな卸資産の販売額・購入額 

ハ．ヘッジ方針 
　為替変動、金利変動、商品価格変動等の相場変動によるリスク回避を目的として、対象物の範囲内で個々の取引ごとに
ヘッジしています。 
ニ．ヘッジ有効性評価の方法等 
　ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の相場変動の累計とヘッジ手段の相場変動の累計とを
比較し、両者の変動額などを基礎にして、毎月ヘッジ取引を統括する会議において評価しています。また、連結子会社につ
いては、毎月当社に運用・評価状況を報告しています。 

② 消費税等の会計処理 
　消費税等については、税抜方式によっています。 

③ のれんの償却の方法および期間 
　のれんは定額法により償却しています。また、償却期間は個々の超過収益力を勘案し２０年以内の一定の年数で処理しています。 

④ 連結納税制度 
　連結納税制度を適用しています。 

 
（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
　当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成２４年４月１日以後に取得した有形固定資産について
は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しています。 
　これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益は４０１百万円、経常利益および税金等調整前当期純利益は４０３百万円
増加しています。 
 
（連結貸借対照表に関する注記） 
１．担保に供している資産の内容およびその金額 

有形固定資産　　　　　　　　　　　　　　　 ２３７百万円 
投資有価証券　　　　　　　　　　　　　　　９，４４２百万円 

２．担保に係る債務の金額 
短期借入金　　　　　　　　　　　　　　 　 ８，４８４百万円 
長期借入金　　　　　　　　　　　　　　 　１８，９４４百万円 

３．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　２３５，７７１百万円 
（注）上記金額には減損損失累計額を含めています。 

４．偶発債務 
保証債務　　　　　　　　　　　　　　　　　５，５７０百万円 
手形債権流動化に伴う買戻し義務　　　　　　　５３７百万円 

（３） 



株式の種類 

普通株式 

当連結会計年度増加株式数 

３０９，９４６，０３１ 

前連結会計年度末株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末株式数 

（単位：株） 

― ― ３０９，９４６，０３１ 

株式の種類 

配当財産の金額の総額 

普通株式 

３，００５百万円 

１株当たり配当額 １０円 

基　準　日 平成２４年３月３１日 

効力発生日 平成２４年６月２７日 

株式の種類 

配当財産の金額の総額 

普通株式 

３，６０６百万円 

１株当たり配当額 １２円 

基　準　日 平成２５年３月３１日 

効力発生日 平成２５年６月４日 

（連結株主資本等変動計算書に関する注記） 
１．発行済株式に関する事項 
 
 
 
２．配当に関する事項 
①配当金支払額 
平成２４年５月１８日開催の取締役会において、次のとおり決議しています。 
 
 
 
 
 
 
 
②基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 
平成２５年５月２０日開催の取締役会において、次のとおり決議を予定しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１株当たり情報に関する注記） 
１．１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　　　　　　４５１円４１銭 
２．１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　　　　　５１円４１銭 
３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 
①連結損益計算書上の当期純利益　　　　　　　 １５，２１３百万円 
②普通株式に係る当期純利益　　　　　　　　　 １５，２１３百万円 
③普通株式の期中平均株式数　　　　　　　　　２９５，９５２千株 

 
（金融商品に関する注記） 
１．金融商品の状況に関する事項 
　当社グループは、資金運用については短期的な預金、現先取引にて行っています。 
　一方、資金調達については、銀行借入を中心として社債、電子ＣＰ等で実施し、調達手法や借入先、償還期間等の分散化を図る
ことを方針としています。 
　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理を行い、リスク低減を図っています。また、投資有価証券は主として
株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。 
　デリバティブについては、借入金利息、たな卸資産の販売額・購入額等の相場変動リスクを回避する目的で、対象物の範囲内に
限定して利用しており、投機的な取引は行っていません。 

（４） 



２．金融商品の時価等に関する事項 
　平成２５年３月３１日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）１金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項 

（１）現金及び預金ならびに（２）受取手形及び売掛金 
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

（３）投資有価証券 
　これらの時価について、株式は取引所の価格によっています。 

（４）支払手形及び買掛金ならびに（５）短期借入金 
　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。 

（６）社債 
　当社の発行する社債の時価は、市場価格に基づいて算定しています。 

（７）長期借入金 
　これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法
によっています。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記（８）デリバティブ取引
参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見
積られる利率で割り引いて算定する方法によっています。 

（８）デリバティブ取引 
　これらの時価については、商品先物市場および先物為替相場等における連結会計年度末現在の先物相場および為替相場
をもとに算出しています。金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理
されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています（上記（７）長期借入金参照）。 

２非上場株式等市場価格がないもの（連結貸借対照表計上額１７，８０２百万円）については、時価を把握することが極めて困難と
認められるため、「（３）投資有価証券」には含めていません。 
 

（重要な後発事象に関する注記） 
　該当事項はありません。 

（１）現金及び預金 

連結貸借対照表計上額（※１） 

６，１６３ 

（２）受取手形及び売掛金 ７１，８２９ 

（３）投資有価証券 ３８，３８４ 

（４）支払手形及び買掛金 （４２，４０３） 

（５）短期借入金（※２） 

（６）社債 

（２８，０２０） 

（７）長期借入金（※２） 

（１０，０００） 

（８）デリバティブ取引（※３） 

（６９，１１７） 

時　価（※１） 

６，１６３ 

７１，８２９ 

３９，２７４ 

（４２，４０３） 

（２８，０２０） 

（１０，１３５） 

（６９，９４９） 

（８８７） （８８７） 

差　額 

― 

― 

８８９ 

１３５ 

８３１ 

△ 

△ 

― 

― 

― 

（単位：百万円） 

（※１）負債で計上されているものについては、（　）で示しています。 
（※２）１年内返済予定長期借入金（連結貸借対照表計上額２４，４９４百万円）については、「（７）長期借入金」に含めています。 
（※３）デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした純額を表示しています。 

（５） 



（６） 

個　別　注　記　表 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 
１．資産の評価基準および評価方法 
（１）有価証券の評価基準および評価方法 

関係会社株式および出資金……………… 
その他有価証券（時価のあるもの）……… 
 
その他有価証券（時価のないもの）……… 

（２）デリバティブの評価基準および評価方法 
時価法 

２．固定資産の減価償却の方法 
（１）有形固定資産 

定率法 
　ただし、平成１０年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法 
　なお、耐用年数および残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。 

（２）無形固定資産 
定額法 
　なお、耐用年数については、自社利用のソフトウェアは社内における利用可能期間（５年）、ソフトウェア以外は法人税法に規
定する方法と同一の基準によっています。 

３．引当金の計上基準 
（１）貸倒引当金 

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実績率によ
り計上し、貸倒懸念債権など特定の債権については個別に債権の回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しています。 

（２）賞与引当金 
　従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。 

（３）役員賞与引当金 
　役員に対して支給する業績連動報酬の業績連動部分の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。 

（４）退職給付引当金 
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しています。 
　数理計算上の差異については、発生の翌事業年度以降、定額法により５年間での按分額を営業費用に計上しています。 

（５）環境対策引当金 
　「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」（平成１３年６月２２日 法律第６５号）の規定によるポリ塩化
ビフェニル廃棄物の処分費用に充てるため、当事業年度末における処分費用の見積額を計上しています。 

４．ヘッジ会計 
（１）ヘッジ会計の方法 

　借入金利息に対する金利スワップ取引は、特例処理の要件を充たしているため特例処理を採用しています。 
（２）ヘッジ手段とヘッジ対象 

　当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は次のとおりです。 
ヘッジ手段　……　金利スワップ取引 
ヘッジ対象　……　借入金利息 

移動平均法による原価法 
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
平均法により算出しています） 
移動平均法による原価法 



（７） 

（３）ヘッジ方針 
　金利変動によるリスク回避を目的として、ヘッジ対象物の範囲内で個々の取引ごとにヘッジしています。 

（４）ヘッジ有効性評価の方法等 
　特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しています。 

５．消費税等の会計処理 
　消費税等については、税抜方式によっています。 

６．連結納税制度 
　連結納税制度を適用しています。 
 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 
　当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成２４年４月1日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に
基づく減価償却の方法に変更しています。 
　これにより、従来の方法に比べて、当事業年度の営業利益、経常利益および税引前当期純利益は３百万円増加しています。 
 
（貸借対照表に関する注記） 
１．担保に供している資産の内容およびその金額 

投資有価証券　　　　　　　　　　　　　　　　 ３，７７３百万円 
関係会社株式　　　　　　　　　　　　　　　　 ４，３０３百万円 

２．担保に係る債務の金額 
短期借入金（一年内返済予定長期借入金を含む）　　 ８，３８４百万円 
長期借入金　　　　　　　　　　　　　　　　　１８，９４４百万円 

３．有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　９，５５４百万円 
４．偶発債務 

保証債務　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５，７３４百万円 
手形債権流動化に伴う買戻し義務　　　　　　　　 ５３７百万円 

５．関係会社に対する金銭債権・債務 
短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　８９，６２５百万円 
長期金銭債権　　　　　　　　　　　　　　　　１４，００３百万円 
短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　　　　２３，９３０百万円 
 

（損益計算書に関する注記） 
関係会社との取引高 
営業取引高　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３，７８２百万円 
営業取引以外の取引高　　　　　　　　　　　　　 ２，９６３百万円 

 
（株主資本等変動計算書に関する注記） 
自己株式に関する事項 

（注）自己株式の増加は単元未満株式の買取りによるもの、減少は単元未満株式の買増し請求に基づく売却によるものです。 

普通株式 

当事業年度減少株式数 当事業年度増加株式数 前事業年度末株式数 株式の種類 

１，１３７ 

当事業年度末株式数 

９，４１６，４９６ ４，２４３ ９，４１３，３９０ 

（単位：株） 



（８） 

（税効果会計に関する注記） 
繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
（繰延税金資産） 

関係会社株式評価損　　　　　　　　　　　５，１３９百万円 
税務上の繰越欠損金　　　　　　　　　　　１，８５２百万円 
会社分割に伴う関係会社株式　　　　　　　１，８１９百万円 
投資有価証券評価損　　　　　　　　　　　１，３８３百万円 
減損損失　　　　　　　　　　　　　　　　 ８６７百万円 
退職給付引当金　　　　　　　　　　　　　 ７６９百万円 
貸倒引当金　　　　　　　　　　　　　　　 ６３７百万円 
ゴルフ会員権評価損　　　　　　　　　　　 ７０百万円 
賞与引当金　　　　　　　　　　　　　　　 ４５百万円 
未払事業税　　　　　　　　　　　　　　　 １０百万円 
その他　　　　　　　　　　　　　　　　　 ９１百万円 
繰延税金資産小計　　　　　　　　　　　１２，６８５百万円 
評価性引当額　　　　　　　　　　　　 △１０，８４９百万円 
繰延税金資産合計　　　　　　　　　　　　１，８３５百万円 
 

（繰延税金負債） 
その他有価証券評価差額金　　　　　　　△２，６９３百万円 
その他　　　　　　　　　　　　　　　　△ ５百万円 
繰延税金負債合計　　　　　　　　　　△２，６９８百万円 
繰延税金資産（負債）の純額　　　　　　△ ８６３百万円 
 



（９） 

（関連当事者との取引に関する注記） 
子会社および関連会社等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

直接所有 
１００％ 

子
　
　
　
会
　
　
　
社 

期末残高 
（百万円） 科目 

ＤＯＷＡマネジメントサービス譁 

会社等の名称 議決権等の 
所有割合 

関連当事者 
との関係 

直接所有 
１００％ 

経営管理 
資金貸付 

取引の内容 取引金額 
（百万円） 種類 

短期貸付金 ３１，４４１ 
４３８ 

１，６４３ 

― 

売　掛　金 経営管理料の受取 
（注）１ 

資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ 

当社の銀行借入金に対する 
有価証券の担保提供 

（注）２ 

債務の保証（注）８ 
債務保証料の受取 

（注）８ 

３４，１９８ 
― 

４，２４３ ― ― 

８，８３１ ― ― 
１７ 未 収 入 金 ０ 

１４３ 

業務委託料の支払 
（注）３ 

１，６６２ 未　払　金 １４５ 

８８５ 業務委託料の支払 
（注）５ 

未　払　金 ７７ 

ＤＯＷＡメタルマイン譁 

ＤＯＷＡテクノロジー譁 

事務委託 

直接所有 
１００％ 技術支援委託 

エ コ シ ス テ ム 千 葉 譁 間接所有 
１００％ 資金貸付 

６，５７３ 資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ 

短期貸付金 ３，２７６ 
１０８ ― ― 

４，５５１ 資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ 

短期貸付金 ３，６４４ 
６７ ― ― 秋 　 田 　 製 　 錬 　 譁 間接所有 

８１％ 資金貸付 

グリーンフィル 小 坂 譁 間接所有 
１００％ 資金貸付 

２，３０４ 資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ 

短期貸付金 ２，４４５ 
３６ ― ― 

７，２５４ 資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ 

短期貸付金 ４，８９０ 
１０８ ― ― 小 　 坂 　 製 　 錬 　 譁 間接所有 

１００％ 資金貸付 

６，７４０ 資金の借入（注）７ 
借入利息（注）４ 

短期借入金 ７，２４４ 
９６ ― ― 譁 日 本 ピ ー ジ ー エ ム 間接所有 

６０％ 資金借入 

５，０３５ 資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ 

短期貸付金 ６，０１７ 
８６ ― ― ＤＯＷＡサーモテック譁 直接所有 

１００％ 
経営管理 
資金貸付 

１，４４６ 経営管理料の受取 
（注）１ 

長期資金の貸付 
資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ 

売　掛　金 １２６ 

― 長期貸付金 １４，０００ 
４，２５５ 短期貸付金 ６，０９４ 
２９７ ― ― 

ＤＯＷＡエコシステム譁 直接所有 
１００％ 

経営管理 
資金貸付 

１，１０６ 経営管理料の受取 
（注）１ 

資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ 

売　掛　金 

短期貸付金 

９６ 

７，３１９ ６，８０９ 
― ９３ ― 

ＤＯＷＡメタルテック譁 直接所有 
１００％ 

経営管理 
資金貸付 

１，０８４ 

２，８００ 

経営管理料の受取 
（注）１ 

資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ 

売　掛　金 ９４ 

短期貸付金 ８２６ 
３４ ― ― 

ＤＯＷＡエレクトロニクス譁 直接所有 
１００％ 

経営管理 
資金貸付 



取引条件および取引条件の決定方針等 
（注）１　経営管理料の受け取りについては、毎期交渉のうえ決定しています。 

２　当社の銀行借入金に対する有価証券の担保提供については、当社および当社グループの必要資金借入に対するものです。 
３　ＤＯＷＡマネジメントサービス譁に対する業務委託料の支払いについては、毎期交渉のうえ決定しています。 
４　資金の貸付および借入については、市場金利を勘案して利率を決定しています。 
５　ＤＯＷＡテクノロジー譁に対する業務委託料の支払いについては、毎期交渉のうえ決定しています。 
６　子会社への貸倒懸念債権等に対し、合計１,７６８百万円の貸倒引当金を計上しています。また、当事業年度において貸倒
引当金繰入額を合計１,２２６百万円、貸倒引当金戻入額を２,４３６百万円計上しています。

７　子会社に対する資金の貸付・借入は反復的に取引を行っているため、月末平均残高を取引金額として記載しています。 
８　ＤＯＷＡメタルマイン譁の原料鉱石仕入に対して支払保証を行っています。 
９　小名浜製錬譁の借入に対して債務保証を行っています。 

 
 
（１株当たり情報に関する注記） 
１．１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　 　２９７円６８銭 
２．１株当たり当期純利益金額　　　　　　　　　　 ８円６０銭 
３．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 
①損益計算書上の当期純利益　　　　　　　 ２，５８３百万円 
②普通株式に係る当期純利益　　　　　　　 ２，５８３百万円 
③普通株式の期中平均株式数　　　　　　　３００，５３１千株 

 
（重要な後発事象に関する注記） 
該当する事項はありません。 

（１０） 

関
連
会
社 

子
　
会
　
社 

期末残高 
（百万円） 科目 会社等の名称 議決権等の 

所有割合 
関連当事者 
との関係 取引の内容 取引金額 

（百万円） 種類 

４，４９７ 債務の保証（注）９ 
債務保証料の受取 

（注）９ 

― ― 
１２ ― ― 

間接所有 
３１．６％ ― 小　名　浜　製　錬　譁 

秋田ジンクリサイクリング譁 間接所有 
１００％ 資金貸付 

６，１９０ 資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ 

短期貸付金 ６，０９９ 
１１２ ― ― ＤＯＷＡサーモエンジニアリング譁 間接所有 

１００％ 資金貸付 

資金の貸付（注）７ 
貸付利息（注）４ ― 

３，４８５ 短期貸付金 ３，１７２ 
５０ ― 






