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   （百万円未満切捨て）

１．20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）  

(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 ％

20年３月期 161,471 27.9  5,703 △55.5 5,809 △56.6  3,537 △64.5
19年３月期 126,293 10.5  12,823 △30.9 13,386 △31.6  9,979 △43.2
 

 
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 ％  ％ ％

20年３月期 21  16   ― 4.1 3.1  3.5
19年３月期 63  98   ― 12.8 8.0  10.2

（参考） 持分法投資損益 20年３月期 480百万円 19年３月期 1,020 百万円 
 

(2)連結財政状態   

 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

20年３月期 200,970  96,606 45.1  528 56
19年３月期 169,700  82,660 48.5  528 16

（参考） 自己資本 20年３月期 90,605百万円 19年３月期 82,362 百万円 
 
(3)連結キャッシュ・フローの状況   

 
営業活動による 
キャッシュ･フロー 

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

20年３月期 6,931  △5,698 △665  5,707
19年３月期 17,070  △3,861 △13,260  5,140
 

２．配当の状況    

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 
（連結） 

  円 銭  円 銭 円 銭 百万円  ％ ％

19年３月期 4  00  6  00 10 00 1,559 15.6  2.0
20年３月期 3  00  3  00 6 00 1,028 28.4  1.1
21年３月期 
（予想） 

―  6  00 6 00 20.6  

 
３．21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３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 114,000 65.3 1,000△66.2 1,000 △66.2 700 △60.9  4 08
    通   期   240,000 48.6 7,700 35.0 7,800 34.3 5,000 41.3  29 17
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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） 
① 会計基準等の改正に伴う変更 有 
② ①以外の変更 無 
〔（注）詳細は、13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」をご覧ください。〕 

 
（3）発行済株式数（普通株式） 

①期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年３月期 171,452,113株 19年３月期 160,452,113株 
②期末自己株式数 20年３月期 32,671株 19年３月期 4,511,940株 
（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、17ページ「１株当たり情報」を
ご覧ください。 

 
 
 
（参考）個別業績の概要 

 
１．20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

(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 ％

 20年３月期 122,602  18.4  4,012 △66.1 3,860 △66.6  1,936  △76.1
 19年３月期 103,535  10.1  11,827 △33.2 11,555 △33.1  8,108  △48.5
 

 
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

 20年３月期 11  58  ―
 19年３月期 51  98  ―
 

(2)個別財政状態   

 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

20年３月期 162,951  83,366 51.2  486 33
19年３月期 152,795  76,402 50.0  489 95

（参考） 自己資本 20年３月期 83,366百万円 19年３月期 76,402 百万円 
 

２．21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３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）

 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 86,000 50.6  1,500 △35.4 1,400 △37.4 600 △48.5  3 50
   通   期   181,000 47.6  6,500 62.0 6,000 55.4 3,500 80.8  20 42
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一

定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、3ペー
ジ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

 1）当期の経営成績 

当連結会計年度のわが国経済は、堅調な輸出と民間設備投資に支えられ、景気は拡大基調を維持いたしました

が、期の後半からは米国のサブプライムローン問題を背景とする米国経済の減速や株式・為替相場の変動、原油

価格の高騰等、景気の先行きには不透明感が増してまいりました。 

   

 電炉業界におきましては、自動車・電機・建機など輸出主導の製造業向けの需要は堅調に推移いたしましたが、

需要面で大きな比重を占める建設分野は建築基準法改正の影響により需要は大きく落ち込みました。一方で、主

原料である鉄スクラップ価格は世界的に旺盛な鉄鋼需要を背景に上昇を続け、年度末にはトン当たり５万円半ば

を超え過去最高を更新し収益環境は急速に悪化いたしました。 

   

 このような経営環境のもと、当社グループは、原燃料価格の高騰に対しコスト削減努力を続けるとともに、販

売価格の改善に努めてまいりました。また、建築需要減少の影響を緩和するため需要旺盛な東南アジア向けに輸

出を拡大し、収益改善に取り組んでまいりました。 

一方、平成１９年６月当社は新日本製鐵株式会社の持分法適用会社となり、鉄鋼業界における当社の位置づけ

が明確になりました。さらに、平成１９年１２月には三星金属工業株式会社を子会社化し、関東地区での鉄筋棒

鋼事業の更なる基盤強化を図ることができました。 

   

 その結果、当連結会計年度の業績につきましては、当社の販売数量が前年同期に比して１万５千トン減少した

ものの、販売単価の改善に努め、トン当たり８千４百円改善したことに加え、当連結会計年度より三星金属工業

株式会社を新たに連結したことにより、連結売上高は１，６１４億７千１百万円と前年同期比３５１億７千７百

万円の増収となりました。 

連結営業利益につきましては、鉄スクラップ価格と諸資材価格の上昇が収益を圧迫し、５７億３百万円と前年

同期比７１億２千万円の減益となりました。また、連結経常利益は５８億９百万円で前年同期比７５億７千７百

万円悪化し、連結当期純利益は前年同期比６４億４千１百万円減の３５億３千７百万円の利益となりました。 

 

2）次期の見通し 

   今後の我が国の経済見通しにつきましては、米国のサブプライムローン問題の深刻化による米国の景気後退局

面入りが濃厚になり、実体経済への影響が懸念されるなど先行きの不透明な状況が続くものと想定されます。 

 

鉄鋼業界におきましては、米国経済減速の懸念はあるものの新興国や産油国を中心に世界の鉄鋼需要は拡大を

続けるものと思われ、国内需要につきましても高級品分野を中心に引き続き堅調に推移するものと見込まれます。

一方で電炉メーカーの主要需要分野である建設分野においては建築基準法改正の影響で低下した建築需要が回復

基調となるものの、建築需要そのものがピークを過ぎたと考えられることから需要の増加は見込めないものと思

われます。さらに、主原料である鉄スクラップ価格や原油をはじめとする諸資材価格の騰勢が続いており、厳し

い経営環境が続くものと想定されます。 

 

このような状況を踏まえ、当社グループは、引き続き原燃料価格の高騰に見合った販売価格の早期実現に全

力で取り組むとともに、世界の鉄鋼需要拡大に対応した生産・販売体制の確立と購買力の強化を図り、早期に収

益構造の再構築を図る所存であります。また、歩留や生産性の向上によるコスト削減努力を最大限続けるととも

に、船橋製造所における高強度鉄筋の早期商品化や加工製品の継手工法の充実など新製品の開発を進め、鉄筋棒

鋼事業の強化を図ってまいります。 

 さらに、コンプライアンスの強化や安全・環境・防災対策などＣＳＲ経営の推進と人材育成の強化を図り、持

続的な企業価値の向上を目指して参りたいと存じます。 
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   通期の見通しにつきましては、売上高２，４００億円、経常利益７８億円、当期純利益５０億円を見込み、配

当につきましては、１株当たり年間６円を予定しております。 

 

（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、前連結会計年度末に比べて３１２億７千万円増加し、２，００９億７千万円

となりました。これは主として、三星金属工業株式会社を新たに連結したことと、アライアンスの推進強化に

伴う他社株式の取得により投資有価証券が増加したことによるものです。 

   当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて１７３億２千５百万円増加し、１，０４３億６

千４百万円となりました。これは主として、三星金属工業株式会社を新たに連結したことと、原材料価格の上

昇により支払手形及び買掛金が増加したことによるものです。 

 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て１３９億４千５百万円増加し、９６６億６百

万円となりました。これは主として、第三者割当による増資により資本金及び資本準備金が増加したこと、利

益剰余金が増加したことと、自己株式の処分により自己株式が減少したことによるものです。  

 

  2）キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は５７億７百万円となり、前連結会計年度末より５億６千６

百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前当期純利益に減価償却費、仕入債務の増加等を加え、売上債権

の増加、棚卸資産の増加等を差し引いた結果６９億３千１百万円（前期実績１７０億７千万円）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は、５６億９千８百万円（前期実績３８億６千１百万円）となりました。これは、

主に投資有価証券の取得によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は、６億６千５百万円（前期実績１３２億６千万円）となりました。これは、主

に株式の発行による収入及び自己株式の処分による収入があったものの、借入金の返済及び配当金の支払を行っ

たことによるものであります。 
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 当企業集団のキャッシュ・フロー指標の推移は以下のとおりであります。 

 16年3月期 17年3月期 18年3月期 19年3月期 20年3月期

自己資本比率(%) 37.0 42.3 45.0 48.5 45.1

時価ベースの自己資本比率(%) 31.0 42.1 77.3 57.9 28.1

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 
10.1 7.4 2.6 1.9 5.6

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ 4.8 6.6 20.4 27.0 8.9

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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・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。 

    ※キャッシュ・フローは営業キャッシュ・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 

   利益配分につきましては、安定配当の継続を基本にしつつ、装置産業である鉄鋼業にとっての再投資資金の

重要性をも考慮し、業績等を総合的に勘案して実施することとしております。 

なお、当期の期末配当金につきましては、１株につき３円（中間配当金３円と合わせ、前期に比べ４円減配

の通期６円）を予定しております。 

   また、次期の配当金につきましては、１株につき６円を予定しております。 
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２．企業集団の状況

　当社グループは合同製鐵株式会社（当社）及び子会社９社、関連会社５社とその他の関係会社である新日本製鐵㈱から

構成されており、鉄鋼事業及びその他の事業を業務としております。なお、主要な関係会社の異動につきましては、新日

本製鐵㈱が平成19年６月28日に第三者割当増資の引き受けにより当社の株式を取得し、議決権比率で15％（平成20年３月

末現在）を保有したことから、新たに当社の関係会社（その他の関係会社）となりました。また、当社は、平成19年12月

27日に三星金属工業㈱の第三者割当により発行する新株式の全量を引き受け子会社化（引き受け後、発行済株式総数の51

％）し新たに連結対象としております。

　各事業を構成している当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容及び位置付けは次のとおりであります。

原材料の供給 鋼材等販売及び

子会社 耐火物 原材料の供給

　　㈱合同ｾﾗﾐｯｸｽ 子会社

　※合鐵産業㈱

　　鉄屑

外注作業等 　　原材料

子会社 請負作業

　　合鐵大阪物流㈱ 輸送作業他 鉄鋼加工製品

　　日本選鋼㈱ 製造販売

　　船橋機工㈱ 子会社

関連会社 　※㈱ﾜｲﾔｰﾃｸﾉ

　　姫路港運㈱

鋼材製造販売

廃棄物 関連会社

産業廃棄物処理等 処理等 　◇九州製鋼㈱

関連会社 　◇中山鋼業㈱

　◇姫路鉄鋼ﾘﾌｧｲﾝ㈱

鋼材販売の仲介 鋼材製造販売

関連会社 子会社

　　東京ﾃﾞｰﾊﾞｰ･ｽﾁｰﾙ㈱ 　※三星金属工業㈱ 　　 資金の貸付け

不動産の

不動産の賃貸 賃貸管理 資金の預け入れ ｸﾞﾙｰﾌﾟ内金融

子会社 子会社

　※ｼﾞｰｴｽ興産㈱ 　※合鐵ﾌｧｲﾅﾝｽ㈱
　　 資金の貸付け

鉄鋼製品の流れ その他

※印は連結子会社、◇は持分法適用会社、その他は非連結子会社及び持分法非適用会社であります。

(その他の関係会社)

  新日本製鐵㈱　

鉄　鋼　事　業

需

―　6　―

その他の事業

当

要

家

社
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３．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針、（3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題につきましては、平成18年3月

期決算短信（平成18年5月10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ております。 

  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧頂くことができます。 

  （当社ホームページ） 

  http://www.godo-steel.co.jp 

  （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

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

 

（2）目標とする経営指標 

 平成20年度に当社グループが目標とする経営指標は以下のとおりであります。 

   連結売上高       ２，４００億円 

   連結経常利益         ７８億円 

   連結当期純利益        ５０億円 
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４．連結財務諸表 
 

 連 結 貸 借 対 照 表  

 
(単位：百万円、％) 

前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
増 減 

科 目 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

(資産の部)  

Ⅰ流動資産  

現金及び預金 5,140 5,917 776 

受取手形及び売掛金 40,274 44,715 4,440 

有価証券 280 110 △170 

たな卸資産 14,548 19,836 5,287 

繰延税金資産 568 489 △79 

その他 660 980 320 

流動資産合計 61,473 36.2 72,048 35.9 10,575 17.2

Ⅱ固定資産  

(1)有形固定資産  

建物及び構築物 13,228 18,369 5,141 

機械装置及び運搬具 15,212 25,944 10,732 

土地 56,264 59,642 3,378 

建設仮勘定 5,588 364 △5,224 

その他 221 367 146 

有形固定資産合計 90,515 53.3 104,689 52.1 14,174 15.7

(2)無形固定資産 402 0.2 446 0.2 43 10.8

(3)投資その他の資産  

投資有価証券 14,761 20,640 5,878 

長期貸付金 384 319 △64 

繰延税金資産 ― 120 120 

その他 2,163 2,706 542 

投資その他の資産合計 17,309 10.3 23,787 11.8 6,478 37.4

固定資産合計 108,226 63.8 128,922 64.1 20,695 19.1

資産合計 169,700 100.0 200,970 100.0 31,270 18.4
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(単位：百万円、％) 

前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 
増 減 

科 目 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

(負債の部)  

Ⅰ流動負債  

支払手形及び買掛金 29,470 39,410 9,940 

短期借入金 19,688 22,065 2,376 

未払法人税等 1,382 618 △763 

賞与引当金 1,146 1,112 △33 

役員賞与引当金 194 ― △194 

その他 6,443 7,569 1,126 

流動負債合計 58,326 34.4 70,777 35.2 12,450 21.3

Ⅱ固定負債  

社債 ― 500 500 

長期借入金 13,118 16,333 3,214 

繰延税金負債 1,453 695 △757 

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824 ― 

退職給付引当金 1,521 1,811 289 

役員退職引当金 290 27 △263 

負ののれん ― 1,520 1,520 

その他 504 873 369 

固定負債合計 28,713 16.9 33,587 16.7 4,874 17.0

負債合計 87,039 51.3 104,364 51.9 17,325 19.9

  

(純資産の部)  

Ⅰ株主資本  

資本金 31,838 34,896 3,058 

資本剰余金 6,818 9,885 3,067 

利益剰余金 35,157 37,245 2,087 

自己株式 △2,537 △12 2,525 

株主資本合計 71,276 42.0 82,014 40.8 10,738 15.1

Ⅱ評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 3,066 570 △2,495 

土地再評価差額金 8,019 8,019 ― 

評価・換算差額等合計 11,085 6.5 8,590 4.3 △2,495 △22.5

Ⅲ少数株主持分 298 0.2 6,001 3.0 5,702 －

純資産合計 82,660 48.7 96,606 48.1 13,945 16.9

負債純資産合計 169,700 100.0 200,970 100.0 31,270 18.4

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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 連 結 損 益 計 算 書  

 
(単位：百万円、％) 

前連結会計年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

当連結会計年度 

自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日 

増 減 
科 目 

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 増減率

Ⅰ 売上高  126,293 100.0 161,471 100.0  35,177 27.9

Ⅱ 売上原価  105,079 83.2 146,062 90.5  40,982 39.0

売上総利益  21,214 16.8 15,409 9.5  △5,805 △27.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,390 6.6 9,705 6.0  1,314 15.7

営業利益  12,823 10.2 5,703 3.5  △7,120 △55.5

Ⅳ 営業外収益   

受取利息及び配当金 124 228 103 

持分法による投資利益 1,020 480 △539 

負ののれんの償却額 ― 168 168 

雑収益 425 1,570 1.2 483 1,361 0.8 57 △209 △13.3

Ⅴ 営業外費用   

支払利息 628 773 144 

雑損失 378 1,007 0.8 482 1,256 0.7 104 248 24.6

経常利益  13,386 10.6 5,809 3.6  △7,577 △56.6

Ⅵ 特別利益   

固定資産売却益 1,316 20 △1,296 

貸倒引当金戻入益 67 ― △67 

その他 103 1,487 1.2 ― 20 0.0 △103 △1,466 △98.6

Ⅶ 特別損失   

固定資産処分損 769 379 △390 

たな卸資産処分損 139 212 72 

工場操業休止損失等 699 ― △699 

投資有価証券評価損 ― 192 192 

災害補償金等 ― 109 109 

その他 9 1,617 1.3 64 957 0.6 54 △659 △40.8

税金等調整前当期純利益  13,256 10.5 4,871 3.0  △8,384 △63.3

法人税、住民税及び事業税 1,434 1,023 △411 

法人税等調整額 1,820 3,254 2.6 188 1,212 0.7 △1,631 △2,042 △62.8

少数株主利益  22 0.0 121 0.1  99 447.5

当期純利益  9,979 7.9 3,537 2.2  △6,441 △64.5

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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 連結株主資本等変動計算書  

 

前連結会計年度（自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日） 

（単位：百万円） 

株 主 資 本 評価・換算差額等  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金

自己 

株式 

株主資

本合計

その他

有価証

券評価

差額金

土地再

評価差

額金 

評価・

換算差

額等 

合計 

少数株

主持分 

純資産

合計 

前期末残高 31,838 6,818 28,663 △2,497 64,822 2,754 5,937 8,691 286 73,801

当期変動額    

 剰余金の配当  △1,403 △1,403   △1,403

 当期純利益  9,979 9,979   9,979

 自己株式の取得  △40 △40   △40

 土地再評価差額 

 金の取崩 
 △2,081 △2,081   △2,081

株主資本以外の 

項目の当期変動 

額（純額） 

 312 2,081 2,393 11 2,405

当期変動額合計 ― ― 6,494 △40 6,453 312 2,081 2,393 11 8,859

当期末残高 31,838 6,818 35,157 △2,537 71,276 3,066 8,019 11,085 298 82,660

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

当連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日） 

（単位：百万円） 

株 主 資 本 評価・換算差額等  

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金

自己 

株式 

株主資

本合計

その他

有価証

券評価

差額金

土地再

評価差

額金 

評価・

換算差

額等 

合計 

少数株

主持分 

純資産

合計 

前期末残高 31,838 6,818 35,157 △2,537 71,276 3,066 8,019 11,085 298 82,660

当期変動額    

 新株の発行 3,058 3,058 6,116   6,116

 剰余金の配当  △1,449 △1,449   △1,449

 当期純利益  3,537 3,537   3,537

 自己株式の処分 9 2,544 2,553   2,553

 自己株式の取得  △19 △19   △19

株主資本以外の 

項目の当期変動 

額（純額） 

 △2,495 △2,495 5,702 3,206

当期変動額合計 3,058 3,067 2,087 2,525 10,738 △2,495 ― △2,495 5,702 13,945

当期末残高 34,896 9,885 37,245 △12 82,014 570 8,019 8,590 6,001 96,606

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 



 
 
 
 

（5410）平成20年３月期決算短信 

― 12 ― 

 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18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

当連結会計年度 

自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日 

増 減 

区 分 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ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 13,256 4,871 △8,384

  減価償却費 3,263 5,304 2,041

  負ののれんの償却額 ― △168 △168

  固定資産除却損 811 351 △459

  固定資産売却損益(△は益) △1,300 23 1,324

  投資有価証券売却益 ― △65 △65

  投資有価証券評価損 ― 192 192

  持分法による投資利益 △1,020 △480 539

  受取利息及び配当金 △124 △228 △103

  支払利息 628 773 144

  売上債権の増加額 △4,489 △1,595 2,894

  たな卸資産の増加額 △580 △2,899 △2,319

  仕入債務の増加額 8,098 5,373 △2,724

  未払消費税等の減少額 △348 △304 44

  その他 △572 △1,493 △920

   小計 17,621 9,654 △7,967

  利息及び配当金の受取額 250 399 148

  利息の支払額 △633 △776 △142

  法人税等の支払額 △168 △2,345 △2,177

 営業活動によるキャッシュ・フロー 17,070 6,931 △10,139

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー  

  有価証券の償還による収入 10 280 270

  投資有価証券の取得による支出 △19 △7,066 △7,046

  投資有価証券の売却による収入 ― 115 115

  有形固定資産の取得による支出 △7,348 △5,354 1,993

  有形固定資産の売却による収入 3,532 326 △3,206

  貸付による支出 △72 △0 72

  貸付金の回収による収入 85 118 33

  連結の範囲の変更を伴う子会社 

株式取得による収入 
― 5,210 5,210

  その他 △48 670 719

 投資活動によるキャッシュ・フロー △3,861 △5,698 △1,837

Ⅲ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) △1,900 2,400 4,300

  長期借入れによる収入 200 9,100 8,900

  長期借入金の返済による支出 △8,752 △19,358 △10,605

  会員権の償還による支出 △1,357 ― 1,357

  株式の発行による収入 ― 6,116 6,116

  自己株式の処分による収入 ― 2,553 2,553

  配当金の支払額 △1,398 △1,450 △51

  その他 △51 △26 25

 財務活動によるキャッシュ・フロー △13,260 △665 12,595

Ⅳ現金及び現金同等物の増減額 △51 566 618

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 5,192 5,140 △51

Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高 5,140 5,707 566

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項  

 
持分法の適用に関する事項 
  持分法の適用の手続について特に記載する必要があると認められる事項 
   持分法適用会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財務諸表を使用し

ております。 
   なお、九州製鋼㈱については当連結会計年度より決算日を12月31日から3月31日に変更しております。 
会計処理基準に関する事項 
 （１）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
 有形固定資産 
  ①建物 
  （ア）平成19年３月31日以前に取得したもの 
     主として旧定額法 
  （イ）平成19年４月１日以後に取得したもの 
     主として定額法 
  ②その他 
  （ア）平成19年３月31日以前に取得したもの 
     主として旧定率法 
  （イ）平成19年４月１日以後に取得したもの 
     主として定率法 

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。 
（会計方針の変更） 

法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人
税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号））に伴い、当連結会計年度から、
平成19年４月１日以降に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に変更しております。 
これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、売上総利益が207百万円、営業利益が

208百万円、経常利益が208百万円、税金等調整前当期純利益が208百万円、当期純利益が124百万円それ
ぞれ減少しております。 

（追加情報） 
当連結会計年度から平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。 
これに伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、売上総利益が370百万円、営業利益が

373百万円、経常利益が373百万円、税金等調整前当期純利益が373百万円、当期純利益が221百万円それ
ぞれ減少しております。 

 
 （２）重要な引当金の計上基準 
 役員退職引当金 
（追加情報） 

当社は平成19年３月28日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度の廃止を決議するとともに、
平成19年６月28日開催の定時株主総会において、役員の退任時に退職慰労金制度廃止日（当該総会終結
時）までの在任期間に応じた退職慰労金を支給することを決議しております。これに伴い、当該総会ま
での期間に対応する役員退職慰労金相当額のうち、当連結会計年度末において未支給の金額については
「固定負債」の「その他」として計上しております。 

 
連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
 連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 
 
のれん及び負ののれんの償却に関する事項 
 のれん及び負ののれんの償却については、発生年度に効果の発現する期間の見積りが可能なものについては
その年度で、それ以外のものについては５年間で均等償却を行っております。 
 
  なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成19年６月29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。 

 

 注 記 事 項  

 

（連結貸借対照表関係） 

 前連結会計度  当連結会計年度  

（１）有形固定資産の減価償却累計額 76,846百万円 100,317百万円 

（２）保証債務 306  200  

（３）担保提供資産 36,810  57,918  

   対応する債務 13,371  13,703  
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（４）当社及び連結子会社ｼﾞ-ｴｽ興産㈱は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31日公布法律第34号)及

び「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公布法律第19号）に基づき、事

業用土地の再評価を行い、再評価差額金を純資産の部に計上しております。 

 

 再評価を行った年月日 平成13年３月31日 

 再評価を行った土地の期末における時価

と再評価後の帳簿価額との差額  △17,653 百万円 

 再評価の方法 「土地の再評価に関する施行令」(平成10年３月31日公布 政令119号)第２条

第４号及び第５号に定める方法によっております。 

 

（５）貸倒引当金の表示 

貸倒引当金の表示については、対応する資産から直接控除して表示しております。 

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 貸倒引当金 260百万円 269百万円  

 

（連結損益計算書関係） 

（１）販売費及び一般管理費の主な内訳     

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 1)販売費     

  運賃 4,867百万円 5,879百万円  

 2)一般管理費    

  給与手当 826 861   

  退職給付費用 28 40   

  役員退職引当金繰入額 88 85   

  賃借料 230 233   

  減価償却費 130 136   

  研究開発費 61 69   

     

(２) 一般管理費及び製造費用に含まれる研究開発費     

  前連結会計年度 当連結会計年度  

 研究開発費 61百万円 69百万円  

 

 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日) 

（１）発行済株式及び自己株式に関する事項 

（単位：株） 

 
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 

発行済株式 普通株式 160,452,113 ― ― 160,452,113

自己株式 普通株式 4,448,584 63,356 ― 4,511,940

（注） 普通株式の自己株式の増加株式数の内訳 

単元未満株式の買取による増加 63,356株 

 

（２）配当に関する事項 

①配当金支払額 

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18年６月29日 

定時株主総会 
普通株式 780 5.00 平成18年３月31日 平成18年６月30日

平成18年11月７日 

取締役会 
普通株式 623 4.00 平成18年９月30日 平成18年12月４日
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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 

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19年５月28日 

取締役会 

普通 

株式 

利益 

剰余金 
935 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月12日

 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 

（１）発行済株式及び自己株式に関する事項 

（単位：株） 

 
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 

発行済株式 普通株式 160,452,113 11,000,000 ― 171,452,113

自己株式 普通株式 4,511,940 40,731 4,520,000 32,671

（注） 普通株式の発行済株式の増加株式数の内訳 

新日本製鐵㈱への第三者割当増資による増加 11,000,000株 

    普通株式の自己株式の増加株式数の内訳 

単元未満株式の買取による増加 40,731株 

    普通株式の自己株式の減少株式数の内訳 

自己株式の処分 4,520,000株 

 

（２）配当に関する事項 

①配当金支払額 

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19年５月28日 

取締役会 
普通株式 935 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月12日

平成19年10月30日 

取締役会 
普通株式 514 3.00 平成19年９月30日 平成19年12月３日

 

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 

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20年５月29日 

取締役会 

普通 

株式 

利益 

剰余金 
514 3.00 平成20年３月31日 平成20年６月11日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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

 前連結会計年度 当連結会計年度  

現金及び預金勘定 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 

5,140

―

5,917

210

現金及び現金同等物 5,140 5,707

百万円 
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 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

  株式の取得により新たに三星金属工業㈱を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに三

星金属工業㈱株式の取得価額と三星金属工業㈱株式取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであり

ます。 

 流動資産 11,567

 固定資産 16,741

 流動負債 △9,485

 固定負債 △11,391

 負ののれん △1,689

 少数株主持分 △5,740

 三星金属工業㈱株式の取得価額 ―

 三星金属工業㈱現金及び現金同等物 △5,210

 差引：三星金属工業㈱取得のための支出 △5,210

 

（セグメント情報） 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 

（１）事業の種類別セグメント情報 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「鉄鋼事業」の

割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

（２）所在地別セグメント情報 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

（３）海外売上高 

海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

(関連当事者との取引) 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 

属性 
会社等 

の名称 
所在地 

資本金又

は出資金

(百万円) 

主要な

事業の

内容 

議決権等の

被所有割合

(％) 

関連当事者

との関係
取引の内容 

取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円)

その他の

関係会社 

新日本

製鐵㈱ 

東京都 

千代田区 

419,524 

 

鉄鋼業 直接 15.1

間接  0.1

鋼材及び鋼

片の相互販

売 

鋼材及び鋼片の販売(注1)

鋼材及び鋼片の購入(注2)

担保提供(注3) 

2,969 

13,061 

2,911 

売掛金 

買掛金 

1,084

3,996

    上記の金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
 
    取引条件及び取引条件の決定方針等 

   注１．独立第三者間取引と同様の一般的な取引条件で行っております。 

   注２．市場の実勢価格を勘案して価格を決定しております。 

   注３．当社の買掛債務に対して担保を提供しております。 
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(１株当たり情報) 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 528.56 円 

１株当たり当期純利益 21.16 円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 3,537 百万円 

普通株式に係る当期純利益 3,537 百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

該当事項はありません。 

普通株式の期中平均株式数 

167,226,583株 

 

（開示の省略） 

 リース取引、デリバティブ取引等に関する注記事項については、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。 
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５．個別財務諸表 
 

 貸 借 対 照 表  

 
(単位：百万円、％) 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
増 減 

科 目 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

(資産の部)  

Ⅰ流動資産  

現金及び預金 4,004 3,178 △826 

売掛金 34,101 34,398 297 

有価証券 280 110 △170 

製品 4,997 5,005 7 

半製品 3,301 4,513 1,211 

原材料 2,038 2,839 800 

仕掛品 244 413 168 

貯蔵品 1,237 1,320 82 

モールド及びロール 1,712 1,793 80 

前払費用 97 136 38 

繰延税金資産 490 339 △151 

関係会社短期貸付金 3,955 3,885 △70 

未収入金 113 65 △47 

預け金 2,322 1,741 △580 

その他 13 273 259 

流動資産合計 58,912 38.6 60,013 36.8 1,101 1.9

Ⅱ固定資産  

(1)有形固定資産  

建物 9,124 9,068 △56 

構築物 1,808 1,849 41 

機械及び装置 14,832 21,154 6,322 

車両及び運搬具 9 11 2 

工具器具及び備品 209 188 △20 

土地 44,501 44,501 ― 

建設仮勘定 5,481 253 △5,227 

有形固定資産合計 75,965 77,028 1,062 

(2)無形固定資産  

借地権 200 200 ― 

ソフトウェア 115 105 △9 

その他 11 9 △1 

無形固定資産合計 326 315 △10 

(3)投資その他の資産  

投資有価証券 6,986 8,022 1,036 

関係会社株式 8,142 14,589 6,446 

出資金 103 103 ― 

従業員長期貸付金 383 319 △64 

長期前払費用 265 332 67 

前払年金費用 1,456 1,830 373 

繰延税金資産 ― 120 120 

その他 253 275 21 

投資その他の資産合計 17,591 25,593 8,002 

固定資産合計 93,883 61.4 102,937 63.2 9,054 9.6

資産合計 152,795 100.0 162,951 100.0 10,155 6.6
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(単位：百万円、％) 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 

当事業年度 

(平成20年３月31日) 
増 減 

科 目 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

(負債の部)  

Ⅰ流動負債  

買掛金 24,561 29,264 4,702 

短期借入金 8,700 8,700 ― 

１年以内返済予定の長期借入金 7,780 5,448 △2,331 

未払金 3,529 3,596 67 

未払費用 1,854 1,878 23 

未払法人税等 1,378 259 △1,118 

未払消費税等 36 ― △36 

預り金 50 40 △10 

賞与引当金 937 738 △199 

役員賞与引当金 161 ― △161 

従業員預り金 360 366 5 

その他 150 149 △1 

流動負債合計 49,500 32.4 50,441 31.0 940 1.9

Ⅱ固定負債  

長期借入金 12,191 15,712 3,520 

繰延税金負債 1,199 ― △1,199 

再評価に係る繰延税金負債 11,824 11,824 ― 

退職給付引当金 1,317 1,220 △96 

役員退職引当金 231 ― △231 

長期預り金 127 128 0 

その他 ― 257 257 

固定負債合計 26,891 17.6 29,143 17.8 2,251 8.4

負債合計 76,392 50.0 79,585 48.8 3,192 4.2

  

(純資産の部)  

Ⅰ株主資本  

資本金 31,838 34,896 3,058 

資本剰余金  

資本準備金 6,818 9,876 3,058 

その他資本剰余金 ― 491 491 

資本剰余金合計 6,818 10,367 3,549 

利益剰余金  

利益準備金 359 453 93 

その他利益剰余金  

別途積立金 20,000 24,000 4,000 

繰越利益剰余金 9,548 5,941 △3,607 

利益剰余金合計 29,907 30,394 486 

自己株式 △2,056 △12 2,043 

株主資本合計 66,508 43.5 75,645 46.4 9,137 13.7

Ⅱ評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 2,652 478 △2,173 

土地再評価差額金 7,241 7,241 ― 

評価・換算差額等合計 9,894 6.5 7,720 4.8 △2,173 △22.0

純資産合計 76,402 50.0 83,366 51.2 6,963 9.1

負債純資産合計 152,795 100.0 162,951 100.0 10,155 6.6
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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 損 益 計 算 書  

 
(単位：百万円、％) 

前事業年度 

自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日 

当事業年度 

自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日 

増 減 
科 目 

金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 増減率

Ⅰ 売上高  103,535 100.0 122,602 100.0  19,067 18.4

Ⅱ 売上原価  84,879 82.0 111,383 90.8  26,504 31.2

売上総利益  18,655 18.0 11,218 9.2  △7,436 △39.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

販売費 4,623 4,978 355 

一般管理費 2,204 6,827 6.6 2,228 7,206 5.9 23 378 5.5

営業利益  11,827 11.4 4,012 3.3  △7,815 △66.1

Ⅳ 営業外収益   

受取利息及び配当金 313 405 92 

投資有価証券売却益 ― 83 83 

雑収益 403 716 0.8 301 790 0.6 △102 74 10.4

Ⅴ 営業外費用   

支払利息 531 552 20 

雑損失 457 988 1.0 390 942 0.8 △67 △46 △4.7

経常利益  11,555 11.2 3,860 3.1  △7,694 △66.6

Ⅵ 特別利益   

固定資産売却益 1,316 ― △1,316 

その他 100 1,417 1.4 ― ― ― △100 △1,417 ―

Ⅶ 特別損失   

固定資産処分損 763 315 △447 

たな卸資産処分損 139 212 72 

工場操業休止損失等 699 ― △699 

投資有価証券評価損 ― 192 192 

災害補償金等 ― 109 109 

その他 7 1,609 1.6 ― 829 0.6 △7 △780 △48.5

税引前当期純利益  11,363 11.0 3,031 2.5  △8,332 △73.3

法人税、住民税及び事業税 1,382 880 △502 

法人税等調整額 1,873 3,255 3.2 215 1,095 0.9 △1,658 △2,160 △66.4

当期純利益  8,108 7.8 1,936 1.6  △6,171 △76.1
（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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 株主資本等変動計算書  

 

 前事業年度（自 平成18年４月１日  至 平成19年３月31日）       
（単位：百万円） 

株主資本 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

 

 

 資本金 
資本 

準備金 

利益 

準備金 
別途 

積立金 

繰越利益

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

自己株式 
株主資本

合計 

前期末残高 31,838 6,818 197 8,000 17,088 25,285 △2,015 61,926

当期変動額    

 剰余金の配当  162 △1,566 △1,403  △1,403

 当期純利益  8,108 8,108  8,108

 自己株式の取得   △40 △40

 別途積立金の積立  12,000 △12,000   ―

 土地再評価差額 

 金の取崩 

 
△2,081 △2,081 

 
△2,081

当期変動額合計 ― ― 162 12,000 △7,539 4,622 △40 4,581

当期末残高 31,838 6,818 359 20,000 9,548 29,907 △2,056 66,508

     

評価・換算差額等  

 

 

 

その他有

価証券評

価差額金 

土地再 

評価差 

額金 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

前期末残高 2,363 5,160 7,523 69,450

当期変動額  

 剰余金の配当  △1,403

 当期純利益  8,108

 自己株式の取得  △40

 別途積立金の積立  ―

 土地再評価差額金 

 の取崩 
 △2,081

 株主資本以外の項目

の当期変動額 

 （純額） 

289 2,081 2,370 2,370

当期変動額合計 289 2,081 2,370 6,952

当期末残高 2,652 7,241 9,894 76,402

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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 当事業年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日）       
（単位：百万円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

 

 

 資本金 資本 

準備金 

その他

資本 

剰余金

資本 

剰余金

合計 

利益 

準備金
別途 

積立金

繰越 

利益 

剰余金

利益 

剰余金 

合計 

自己 

株式 

株主 

資本 

合計 

前期末残高 31,838 6,818 ― 6,818 359 20,000 9,548 29,907 △2,056 66,508

当期変動額    

 新株の発行 3,058 3,058 3,058  6,116

 剰余金の配当   93 △1,543 △1,449 △1,449

 当期純利益   1,936 1,936 1,936

 自己株式の処分   491 491  2,062 2,553

 自己株式の取得    △19 △19

 別途積立金の積立   4,000 △4,000  ―

当期変動額合計 3,058 3,058 491 3,549 93 4,000 △3,607 486 2,043 9,137

当期末残高 34,896 9,876 491 10,367 453 24,000 5,941 30,394 △12 75,645

 

評価・換算差額等  

 

 

 

その他

有価証

券評価

差額金 

土地再 

評価差 

額金 

評価・

換算差

額等 

合計 

純資産

合計 

前期末残高 2,652 7,241 9,894 76,402

当期変動額   

 新株の発行   6,116

 剰余金の配当   △1,449

 当期純利益   1,936

 自己株式の処分   2,553

 自己株式の取得   △19

 別途積立金の積立   ―

 株主資本以外の項

目の当期変動額

（純額） 

△2,173  △2,173 △2,173

当期変動額合計 △2,173 ― △2,173 6,963

当期末残高 478 7,241 7,720 83,366

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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参考資料 

 生産高比較  

 

（単位：屯） 

品  目 前事業年度 当事業年度 増  減 

 (18/4～19/3) (19/4～20/3)  

粗  鋼 1,296,882 1,379,807 82,925 

鋼  材 1,470,332 1,429,399 △40,933 

 

 

 

 売上高比較  

 

品  目 項目 前事業年度 当事業年度 増  減 

  (18/4～19/3) (19/4～20/3)  

 数量 1,590,252 屯 1,575,582 屯 △14,670 屯 

鋼  材 (単価) ( 62,300 円) （ 70,667 円) （ 8,367 円) 

 金額 99,072 百万円 111,341 百万円 12,269 百万円 

 数量 69,098 屯 165,406 屯 96,308 屯 

鋼  片 (単価) ( 60,597 円) （ 65,469 円) （ 4,872 円) 

 金額 4,187 百万円 10,828 百万円 6,641 百万円 

そ の 他 金額 276 百万円 432 百万円 156 百万円 

合  計 金額 103,535 百万円 122,602 百万円 19,067 百万円 

(うち、輸出)  （ 3,557 百万円） （ 10,176 百万円） （ 6,619 百万円）
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６．役員の異動 
  平成２０年６月２７日開催予定の当社株主総会以降の役員の体制については以下の通りです。 

  

（１）新任取締役候補者 

               （現   職） 
      いでさこ とし ふみ 

   ▽井手迫 利 文    当社大阪製造所生産部長 
   

（２）新任監査役候補者 

               （現   職） 
    の  ま  ち あき 

 ▽野 間 千 秋    当社取締役 

 
      やす うら しげ と 

 ▽安 浦 重 人    新日本製鐵㈱経営企画部関連会社グループ部長 

 

    う さ み  たつ や 

   ▽宇佐見 達 郎    ㈱メタルワン条鋼建材部電炉事業室長 

 

（３）退任予定の取締役 

               （退任後の予定） 

 

▽山 川   洋    三星金属工業㈱代表取締役社長に就任予定 

 

▽猪 熊 研 二    当社相談役に就任予定 

 

▽野 間 千 秋    当社監査役に就任予定 

 

（４）退任予定の監査役 

              （退任後の予定） 

 

 ▽大 嶋 宣 行    ㈱合同セラミックス取締役副社長に就任予定 

 

 ▽小 澤 淑 郎    ㈱メタルワンインドネシア 取締役社長（現職） 

   

▽泉   惠 一    三井物産㈱鉄鋼製品本部鉄鋼製品業務部長（現職） 
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（５）取締役の役職、業務管掌・担当・委嘱について 

役  職  名 氏      名 管  掌  ・  担  当  ・  委  嘱  業  務 

代表取締役社長 栗 川 勝 俊  

常 務 取 締 役 樺 山   愼 船橋製造所長委嘱 

〃 赤 松   隆 総務、経理、購買及び関連事業に関する事項管掌 

〃 西 村 勇 二 販売本部長委嘱 

取    締    役 南   正 道 姫路製造所長委嘱 

〃 山 口 義 夫 販売本部販売第二部長並びに東京営業所長委嘱 

〃 春 増   守 総務に関する事項担当兼ねて購買部長委嘱 

〃 礒 上 勝 行 企画部長委嘱 

〃 遠 藤   力 販売本部販売第一部長委嘱 

〃 井手迫 利 文 大阪製造所長委嘱 

常 勤 監 査 役 金 森 洋 志  

〃 野 間 千 秋  

監    査    役 齋 藤 晴 洋 社外監査役 

〃 安 浦 重 人 社外監査役 

〃 宇佐見 達 郎 社外監査役 

 

 

 

 




