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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 最近３中間連結会計期間及び最近２連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移 

会計期間 

自 平成12年
  ４月１日
至 平成12年
  ９月30日

自 平成13年
  ４月１日
至 平成13年
  ９月30日

自 平成14年
  ４月１日
至 平成14年
  ９月30日

自 平成12年 
  ４月１日 
至 平成13年 
  ３月31日 

自 平成13年
  ４月１日
至 平成14年
  ３月31日

売上高 (百万円) 788,366 763,081 612,167 1,787,228 1,653,500

経常損益 (百万円) 10,704 △ 17,067 8,698 43,023 △ 41,940

中間(当期)純損益 (百万円) 11,622 △ 19,005 542 96,990 △ 67,589

純資産額 (百万円) 301,209 348,279 314,192 376,410 320,545

総資産額 (百万円) 2,563,442 2,510,892 2,158,400 2,631,188 2,227,397

１株当たり純資産額 (円) 88.40 102.22 92.22 110.48 94.09

１株当たり中間 
(当期)純損益 

(円) 3.41 △   5.58 0.16 28.47 △  19.84

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

自己資本(株主資本)比率 (％) 11.75 13.87 14.56 14.31 14.39

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 87,988 111,489 60,189 190,101 130,236

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 39,904 △ 23,770 △ 32,166 95,332 △ 51,261

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △154,238 △114,728 606 △246,596 △126,391

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

(百万円) 39,909 81,403 90,161 108,668 63,220

従業員数 (名) 38,528 38,092 26,991 39,875 28,413

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 平成14年９月中間期から、１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純損益および潜在株式調整後

１株当たり中間（当期）純利益の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業

会計基準第２号 平成14年９月25日）および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第４号 平成14年９月25日）を適用している。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純損益については、潜在株式が存在しないため、記載していない。 

４ 平成12年９月中間期、平成13年９月中間期および平成14年９月中間期の従業員数には、９月30日付退 

職者数を含んでいない。 

平成13年３月期および平成14年３月期の従業員数には、３月31日付退職者数を含んでいない。 
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(2) 提出会社の最近３中間会計期間及び最近２事業年度に係る主要な経営指標等の推移 

回次 第147期中 第148期中 第149期中 第147期 第148期 

会計期間 

自 平成12年
  ４月１日
至 平成12年
  ９月30日

自 平成13年
  ４月１日
至 平成13年
  ９月30日

自 平成14年
  ４月１日
至 平成14年
  ９月30日

自 平成12年 
  ４月１日 
至 平成13年 
  ３月31日 

自 平成13年
  ４月１日
至 平成14年
  ３月31日

売上高 (百万円) 447,486 435,313 449,280 1,010,190 955,548

経常損益 (百万円) 16,106 4,118 6,701 47,451 5,554

中間(当期)純損益 (百万円) 3,166 △3,079 8,982 1,526 △18,581

資本金 (百万円) 233,731 233,731 233,731 233,731 233,731

発行済株式総数 (株) 3,407,165,634 3,407,165,634 3,407,165,634 3,407,165,634 3,407,165,634

純資産額 (百万円) 408,821 383,798 380,614 395,801 378,478

総資産額 (百万円) 1,755,463 1,682,448 1,723,638 1,819,437 1,787,428

１株当たり純資産額 (円) 119.98 112.64 111.71 116.16 111.09

１株当たり中間 
(当期)純損益 

(円) 0.92 △0.90 2.64 0.44 △5.45

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり中間 
(年間)配当額 

(円) ― ― 1.76 ― ―

自己資本(株主資本)比率 (％) 23.29 22.81 22.08 21.75 21.17

従業員数 (名) 11,047 10,795 9,677 10,702 10,450

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第149期中間期から、１株当たり純資産額、１株当たり中間（当期）純損益および潜在株式調整後１株 

当たり中間（当期）純利益の算定に当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計

基準第２号 平成14年９月25日）および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第４号 平成14年９月25日）を適用している。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純損益については、潜在株式が存在しないため、記載していない。 

４ 第148期中間期から、自己株式を資本の控除項目としており、１株当たり中間（当期）純利益金額の数

値の計算については、発行済株式数から自己株式を控除して算出している。 

５ 第147期中間期、第148期中間期および第149期中間期の従業員数には、９月30日付退職者数を含んでい 

ない。第147期および第148期の従業員数には３月31日付退職者数を含んでいない。 

６ 第149期中間期の１株当たり中間配当額は、取締役会で決議された提出会社の完全親会社であるジェイ

エフ イー ホールディングス株式会社に対する中間配当金の総額6,000百万円を１株当たりに換算したも

のである。 
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２ 【事業の内容】 

平成14年９月27日、当社は川崎製鉄株式会社とともに株式移転により完全親会社である「ジェイ エ 

フ イー ホールディングス株式会社」を設立し、その完全子会社となり、新たにＪＦＥグループがス

タートした。 

当社グループは、当社および83社の連結子会社(前中間連結会計期間は125社)、16社の持分法適用関

連会社(前中間連結会計期間は18社)により構成されており、鉄鋼事業および総合エンジニアリング事

業を中心に、各種事業を営んでいる。 

当社グループは、各事業ユニット毎の競争条件に見合った最適事業運営体制の追求、当社への求心

力を基軸として当社所管事業部と一体となった連結事業運営(「連結事業部制」)の徹底により、グル

ープ全体の収益基盤・財務体質を強化し、連結業績の最大化を推進している。 

当中間連結会計期間における、各事業に係る主な事業内容の変更と主要な関係会社の異動は、概ね

次のとおりである。 

 

(1) 鉄鋼事業 

当中間連結会計期間において、当該事業の内容については、総合リサイクル事業を「その他の

事業」区分より、「鉄鋼事業」区分に変更している。また、エヌケー環境株式会社、株式会社エ

ヌケーエフ、鋼管計測株式会社、エヌ・ケー・ケー・ユーエスエー Corp.、エヌユーエフ LLC、

エヌ・ケー・ケー・アメリカ Inc.等は「その他の事業」区分より、「鉄鋼事業」区分に変更して

いる。 

なお、当中間連結会計期間後であるが、日栄運輸倉庫株式会社は、平成14年10月１日をもって 

エヌケーケー物流株式会社と合併している。 

 

(2) 総合エンジニアリング事業 

当中間連結会計期間において、造船事業については、平成14年９月26日をもって、当社と日立

造船株式会社の共同出資会社であるユニバーサル造船株式会社に営業譲渡している。詳細につい

ては「３．関係会社の状況」、「４．経営上の重要な契約等」、「第３．設備の状況」に記載し

ている。 

なお、当中間連結会計期間後であるが、横浜ヨット株式会社は、平成14年10月１日をもって、

当社が吸収合併している。 

 

 (3) その他の事業 

・総合都市開発事業  ： 当該事業の内容について、重要な変更はない。また、主な関係会社

の異動はない。 

・その他       ： 当中間連結会計期間において、上記のとおり「その他の事業」区分

から「鉄鋼事業」区分に変更している関係会社がある。 
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３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となった。 

名称 住所 
資本金
(百万円)

主要な事業の内容 
議決権の 
被所有割合

(％) 
関係内容 

(親会社) 
ジェイ エフ イー ホールデ
ィングス（株） 

東京都 
千代田区 

100,000
鉄鋼事業・エンジニア
リング事業等を行う子
会社の経営管理等 

100.0
1. 役員の兼任等 ５人 
2. 設備の賃貸借 

当社は事務所を転貸している。 

 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の持分法適用関連会社となった。 

名称 住所 
資本金 
(百万円)

主要な事業の内容 
議決権の
所有割合
(％) 

関係内容 

(持分法適用関連会社) 
[総合エンジニアリング事業]    

ユニバーサル造船(株) 東京都 
品川区 

510 船舶、浮体式石油貯
蔵施設、メガフロー
ト等の設計、製造、
販売および修繕等 

50.0 1.営業上の取引 
  当社の鋼材製品の販売先である。 
2.役員の兼任等 ２人 
3.設備の賃貸借 
当社は土地等を賃貸している。 

 

 (注)提出日現在（平成14年12月18日）の資本金は25,000百万円となっている。 

 

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

(平成14年９月30日現在) 

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名) 

鉄鋼事業 18,157 

総合エンジニアリング事業 6,758 

その他の事業 399 

全社(共通) 1,677 

合計 26,991 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は含まない。 

２ 全社(共通)は、当社の全社管理部門、研究開発部門および支社・支店等である。 

３ 従業員数には、９月30日付退職者数を含んでいない。なお、同日付退職者数を含んだ従業員数は、 

27,879名である。 

 

(2) 提出会社の状況 

(平成14年９月30日現在) 

従業員数(名) 9,677 

(注) １ 従業員は就業人員であり、出向者5,450名および臨時従業員を含まない。 

２ 従業員数には、９月30日付退職者数を含んでいない。なお、同日付退職者数を含んだ従業員数は9,744 

名、出向者数は6,190名である。 

 

(3) 労働組合の状況 

特記すべき事項はない。 




