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第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間のわが国経済は、輸出が増加する一方で、個人消費は低迷し、民間設備投資

も減少するなど引続き厳しい状況で推移した。 

このような状況の下で、当社グループは、川崎製鉄株式会社との経営統合による効果の前倒しも

含め、グループ全体での収益の向上に全力で取り組んできた。当中間連結会計期間よりナショナ

ル・スチール Corp. の損益が当社の連結決算から除外された影響もあり、売上高は6,121億円と前

中間連結会計期間を下回ったが、営業利益は221億円、経常利益は86億円を確保し、前中間連結会計

期間に比べ大幅な増益となった。これに造船事業再編に伴う事業譲渡益や退職関連費用負担等の特

別損益を加え、当中間純利益は５億円となった。 

 

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりである。 

 

① 鉄鋼事業 

国内における鋼材需要は厳しい状況が続いており、建設、製造業向けともに低水準

で推移したが、輸出についてはアジア等を中心に数量、価格とも改善した。 

また、総合リサイクル事業については、使用済みプラスチック高炉原料化リサイクル事業が順調

に推移している。 

当中間連結会計期間よりナショナル・スチール Corp. の損益が除外された影響もあり、売上高

は4,421億円と前中間連結会計期間を下回ったが、収益面については、コスト削減を予定通り実行

し、191億円の営業利益を確保することができ、前中間連結会計期間に比べ大幅に改善した。 

 

② 総合エンジニアリング事業 

官需、民需ともに依然として厳しい状況の下、当社グループは強力な営業活動を推

進したものの、受注高は 1,460 億円となり前中間連結会計期間を下回った。また受注

残高については、造船事業譲渡影響もあり 3,359 億円となり前中間連結会計期間より

減少した。 

売上高については、パイプライン、都市ごみ処理設備、橋梁、油送船、土木建築工事を中心に 

1,849億円となり、前中間連結会計期間に比べ増収となった。また、営業利益は、厳しい市況の中

で懸命なコスト削減に努めてきた結果、ほぼ前年同期並みの53億円を確保した。 

 

③ その他の事業 

総合都市開発事業については、当連結会計年度の分譲マンションの販売が下半期に集中すること

もあり、売上高および営業利益は前中間連結会計期間を下回った。 

また、株式会社エクサが前年下半期より持分法適用会社となったこともあり、その他の事業全体
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の売上高は117億円、営業利益は５億円となり、前中間連結会計期間を下回った。 

 

所在地別セグメントの業績については、当中間連結会計期間よりナショナル・スチール Corp. の 

損益が当社の連結決算から除外された影響もあり、全セグメントの売上高の合計に占める「日本」

の割合が90％を超えているため、記載を省略している。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物は、運転資金の圧縮による収入や有

形固定資産の取得による支出等により、前連結会計年度末に対し269億円（42.6％）増加し、当中間連

結会計期間末には901億円となった。 

 

当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、601億円となり前中間連結会

計期間と比べフロー損益の改善はあったものの、運転資金の圧縮幅の減少等により、513億円（△

46.0％）の減収となった。 

 

当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、321億円の支出となり、前中

間連結会計期間と比べ、有形固定資産の売却収入の減少等により、83億円（35.3％）の支出増加とな

った。 

この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローを加えたフリ

ー・キャッシュ・フローは、280億円となった。 

 

上記活動で発生したキャッシュ・フローを下期の社債償還等に備え、現金及び預金に積み増した結

果、当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、若干の借入金の増加等によ

り、６億円の収入となった。 
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２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 生産実績 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

品目別 生産実績 前年同期比(％) 

 粗鋼 7,705 千t △25.7

  条鋼 1,544  +8.1

鉄鋼事業  鋼管 506  +12.2

  鋼板 4,579  △36.9

 鋼材計 6,629  △27.5

 エネルギーエンジニアリング 22,994 百万円 +7.2

 環境エンジニアリング 52,388  +8.5

 プラントエンジニアリング 6,482  +9.2

総合エンジニアリング事業 鋼構造・機械システム 23,375  +12.9

 船舶・海洋 42,401  +75.7

 土木・建築他 13,453  △16.9

 合計 161,093  +17.8

(注) １ 各事業の生産実績には、セグメント間の取引を含んでいる。 

２ 総合エンジニアリング事業の土木・建築他には、同事業内の取引による消去分を含んでいる。 

３ その他の事業については、営業品目が広範囲かつ多種多様であり、製品の販売を伴わない事業を多く含 

んでいるため、生産規模を金額あるいは数量で示すことはしていない。 

 

(2) 受注実績 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

品目別 
受注実績
(百万円)

前年 
同期比(％) 

受注残高 
(百万円) 

前年 
同期比(％)

 条鋼 55,683 +1.6  22,088 +21.2 

 鋼管 29,893 △22.1  19,053 △21.4 

 鋼板 212,639 △39.6  110,094 △24.6 

鋼材計 298,215 △33.1  151,235 △19.8 

その他 146,450 +6.7  18,404 △8.3 

鉄鋼事業 

合計 444,665 △23.7  169,639 △18.7 

エネルギーエンジニアリング 25,720 △25.1  59,027 △14.8 

環境エンジニアリング 38,276 △48.4  140,431 △31.5 

プラントエンジニアリング 704 △89.4  25,120 △8.8 

鋼構造・機械システム 39,276 △12.0  79,234 △8.7 

船舶・海洋 23,420 △44.2  832 △99.5 

土木・建築他 18,664 △13.1  31,257 △22.3 

総合エンジニアリング 
事業 

合計 146,060 △34.6  335,901 △43.7 

総合都市開発事業 7,642 △61.4  1,251 △83.4 

その他 1,240 △95.6  - △100.0 その他の事業 

合計 8,882 △81.6  1,251 △86.1 

(注) １ 各事業の受注実績および受注残高には、セグメント間の取引を含んでいる。 

２ 外貨建ての受注残高は、期末日の為替相場による円換算額を付している。 

３ 総合エンジニアリング事業の土木・建築他には、同事業内の取引による消去分を含んでいる。 

４ 総合リサイクル事業は、当中間連結会計期間よりその他の事業から鉄鋼事業に区分変更している。 
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(3) 販売実績 
 

事業の種類別 
セグメントの名称 

品目別 販売実績 前年同期比 

 条鋼 
58,286百万円 

(   1,533千t) 
+6.4％ 

(   +7.3) 

 鋼管 
38,425 

(     544千t) 
△0.9 

(  +18.5) 

鉄鋼事業 鋼板 
203,059 

(   4,886千t) 
△43.1 

(  △33.6) 

 鋼材計 
299,770 

 (   6,963千t) 
△33.5 

(   △24.7) 

 その他 142,384 +3.2 

 合計 442,154 △24.9 

 エネルギーエンジニアリング 25,562百万円 +3.7％ 

 環境エンジニアリング 60,437 +6.0 

 プラントエンジニアリング 5,135 △21.3 

総合エンジニアリング事業 鋼構造・機械システム 26,672 +5.1 

 船舶・海洋 50,788 +79.2 

 土木・建築他 16,350 △5.3 

 合計 184,944 +16.2 

 総合都市開発事業 10,533百万円 △37.9％ 

その他 1,240 △95.6 
その他の事業 

合計 11,773 △73.8 

消去又は全社 △26,704 △9.9 

総合計 612,167 △19.8 

(注)１ 各事業の販売実績には、セグメント間の取引を含んでいる。 

２ 総合エンジニアリング事業の土木・建築他には、同事業内の取引による消去分を含んでいる。 

３ 総合エンジニアリング事業については、工事進行基準の対象となるものを含めて記載している。 

４ 総合リサイクル事業は、当中間連結会計期間よりその他の事業から鉄鋼事業に区分変更している。 

５ 主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合は、次のとおりである。 

 

当中間連結会計期間 
相手先 

販売高(百万円) 割合(％) 

伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 90,173 14.7 
 
（注）伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は、平成13年10月１日に丸紅株式会社の鉄鋼製品部門と伊藤忠商事株式 

会社の鉄鋼部門が統合したものであり、前中間連結会計期間の実績はない。 
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３ 【対処すべき課題】 

国内経済は、株式市況の低迷や米国経済の先行きに対する不透明感の高まり等懸念要因も多く、依

然として厳しい状況で推移すると思われ、鉄鋼事業の情勢については、国内は引き続き低調に推移す

るものと想定され、輸出についても市況の安定、通商摩擦回避に向け慎重な姿勢が求められる。また、

エンジニアリング事業を含め他の事業においても非常に厳しい状況が予想される。 

このような事業環境の下、平成14年９月27日に株式移転により、当社と川崎製鉄株式会社を完全子

会社とする持株会社が設立され、新たなるＪＦＥグループがスタートした。平成17年度までに800億円

の統合効果を見込んでいるが、両社は一層の収益改善に取り組むとともに、ＪＦＥグループとして事

業毎に戦略を同期化し一体的な運営を強化していくことにより、統合効果の早期実現を図る所存であ

る。 

また、平成15年4月には、経営統合の第２ステップとして、当社と川崎製鉄株式会社を各事業毎の会

社に再編する。事業再編のスケジュールおよび再編後の会社の概要は次のとおりである。 

①事業再編のスケジュール 

【第１ステップ】株式の移転               【第２ステップ】傘下会社の再編 

（平成14年９月27日～平成15年３月）              （平成15年４月～） 

 

 

②事業再編後の会社の概要 

・ＪＦＥホールディングス株式会社 

ＪＦＥグループ全体の経営戦略の策定、グループ会社の経営とリスク管理、グループＩＲ等の対

外説明、グループ全体の資金調達等の機能を集約した、グループを代表する上場会社として、スリ

ムなグループ本社機能を担う。 

・ＪＦＥスチール株式会社 

 経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化および決定・執行の迅速化を実現する

ため、執行役員制を導入し、スリムな組織体制とスピーディーな業務運営を目指し、現在当社と川

崎製鉄株式会社の合計で239ある鉄鋼事業関連の部を35％削減し、157部の体制とする。また、高度

化する顧客ニーズへの対応強化と品種別収益管理の徹底のため、品種を基軸とした「品種セクター

制」を採用する。 

《品種セクター》薄板、厚板、形鋼・スパイラル、鋼管、電磁鋼板、ステンレス、棒線、鉄粉 

隣接する製鉄所の一体運営による最高水準の競争力の早期実現および両社の融合のため、千葉・

京浜と水島・福山の４製鉄所を東日本製鉄所および西日本製鉄所の２製鉄所へ再編し、知多製造所

を加えた２製鉄所・１製造所体制とする。 
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・ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

 経営意思決定と業務執行の分離による権限・責任の明確化および決定・執行の迅速化を実現する

ため、執行役員制を導入する。事業環境の変化への迅速な対応、経営戦略の共有化促進および事業

分野毎の連結収益最大化のための、事業部と機能分担グループ会社による事業部カンパニー制を採

用し、各事業部長・センター長は「カンパニー長」として経営戦略の共有化の促進と連結収益の最

大化を図る。 

《事業部カンパニー制》エネルギーエンジニアリング事業部、環境エンジニアリング事業部、水

エンジニアリング事業部、製鉄エンジニアリング事業部、鋼構造事業部、ソリューションエンジニ

アリングセンター、重工センター 

・ＪＦＥ都市開発株式会社 

ＪＦＥグループが保有する大規模遊休地の開発事業と、マンション分譲事業を中心に外部展開を

図る。遊休地の開発については両社のノウハウを融合することにより効率的な開発を目指し、マン

ション開発事業については、首都圏を中心とした当社と、関西圏を中心とした川崎製鉄株式会社が

一体化することにより、事業拡大を図っていく。 

・川崎マイクロエレクトロニクス株式会社 

川崎マイクロエレクトロニクス株式会社は、平成13年7月に川崎製鉄株式会社ＬＳＩ事業部より

分社独立した。川崎マイクロエレクトロニクス株式会社は、ＡＳＩＣ（特定用途ＩＣ）専業として、

技術基盤の確立とマーケット開拓を進めた結果、ネットワーク・通信関連ＩＣなどを中心としたＡ

ＳＩＣベンダーとしての地位を確立しており、今後は顧客満足度の高い世界トップグループのＡＳ

ＩＣベンダーへの成長を目指していく。 

・ＪＦＥ技研株式会社 

ＪＦＥ技研株式会社は、グループ会社のシナジー効果を効率的に発揮させるために、共通基盤系

技術および成長分野プロジェクトの研究開発を行う。なお、ＪＦＥスチール株式会社およびＪＦＥ

エンジニアリング株式会社も、開発・製造・販売の三位一体を目指すため、それぞれＲ＆Ｄ部門を

保有する。 

 

また、グループ会社の再編を次のとおり予定している。建材事業においては、日本鋼管ライトス

チール株式会社と川鉄建材株式会社は平成15年４月１日を合併期日とし、新社名をＪＦＥ建材株式

会社とすること等で基本合意している。容器事業においては、鋼管ドラム株式会社と川鉄コンテイ

ナー株式会社は平成15年４月１日を合併期日とし、新社名をジェイ エフ イー コンテイナー株式

会社とすること等で基本合意している。そして、化学事業においては、平成15年４月１日をもって、

当社の化学事業子会社であるアドケムコ株式会社と川崎製鉄株式会社の化学事業部を統合再編し、

新会社のＪＦＥケミカル株式会社を設立する予定である。 

 

ＪＦＥグループは、これらの施策を通じて一層の競争力強化に努め、常に世界最高峰の技術と多

彩な技術のシナジー効果により、人々の生活インフラと地球環境へ貢献する、２１世紀のエクセレ

ントカンパニー集団として、新たな体制のもと更なる発展を図り、財務目標の完全達成を目指す所

存である。 
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４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、新たに締結した重要な契約は次のとおりである。 

（１）川崎製鉄株式会社との経営統合契約 

当社は、平成14年５月９日に川崎製鉄株式会社との間で「経営統合契約書」を締結し、平成14年

６月26日開催の当社の第148回定時株主総会および川崎製鉄株式会社の第77回定時株主総会において、

それぞれ、両社が共同して商法第364条に定める株式移転により、完全親会社たるジェイ 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ることにつき承認可決され、平成14年９

月27日付けで当社親会社および主要株主が異動した。ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社

の概要については、「関係会社の状況」に記載している。 

 

（２）ユニバーサル造船株式会社への営業譲渡 

当社は、平成14年５月23日に日立造船株式会社との間で共同出資会社であるユニバーサル造船株

式会社に当社の造船事業を営業譲渡する「営業譲渡契約書」を締結し、平成14年６月26日開催の当

社の第148回定時株主総会において、当該営業譲渡につき承認可決され、平成14年９月26日をもって

営業譲渡した。 

営業譲渡の概要は、下記のとおりである。 

譲渡する事業の内容：造船事業に関する営業 

譲渡日：平成14年９月26日 

譲渡財産（譲渡日現在の帳簿価格）： 

流動資産 1,478百万円 固定資産 13,960百万円 流動負債 9,398百万円 

譲渡先の概要： 

商号 ユニバーサル造船株式会社 

事業内容 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 

本店所在地 東京都品川区大井一丁目28番１号 

代表者 代表取締役 田澤 謙三 

    代表取締役 上條 剛彦 

資本金 510百万円 

（但し、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。） 

株主  当社       50％ 

    日立造船株式会社 50％ 

 

５ 【研究開発活動】 

  当社グループでは、鉄鋼事業・エンジニアリング事業を中心とするコア事業の競争力強化のための

研究開発およびグループの事業成長を先導する新商品開発等を実施し、早期に収益改善につながる成

果とともに、次世代の新技術・商品につながる成果をあげている。特に、環境・リサイクルは当社グ

ループの強みである鉄鋼とエンジニアリングのシナジーが活かせる分野であり、将来の資源循環型社

会構築を見据え、総合的な研究開発を推進している。 

  当中間連結会計期間におけるグループ全体の総研究開発費は7,360百万円で、主な事業部門の研究の

概要および研究開発費は次のとおりである。 
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（１）鉄鋼事業 

  鉄鋼事業では、従来より重点的に推進してきた顧客ニーズ即応型の新商品開発と、コスト競争力強

化のためのプロセス研究開発に加えて、川崎製鉄株式会社との経営統合を視野に、両社間の技術移

転・技術融合にもとづく商品開発、およびプロセス開発に注力した研究開発を開始している。当中間

連結会計期間の主な研究開発項目として、高炉低コークス比操業技術、構造制御ラミネート鋼板の開

発および使用済みプラスチックなどの再商品化も含む高炉を中心としたリサイクル関連の開発等があ

げられる。なお、当事業に係る当中間連結会計期間の研究開発費は、3,435百万円である。 

 

（２）総合エンジニアリング事業 

  総合エンジニアリング事業では、既存商品の競争力強化のため、他社に対する技術優位性の確保と

コストダウンを進めるとともに、商品領域の拡大のための新商品開発を行っている。当中間連結会計

期間の主な研究開発項目として、冷水に代わる高熱密度媒体（水和物スラリー）を使用した省エネ空

調システムやスーパーメタン発酵の開発があげられる。なお、当事業に係る当中間連結会計期間の研

究開発費は、1,682百万円である。 

 

（３）その他の事業他 

その他の事業では、環境関連事業において研究開発を行っている。当中間連結会計期間の主な研究

開発項目として、クリーンエネルギーのジメチルエーテル（DME）の商用プラント技術確立を目指す

「環境負荷低減燃料転換技術開発」フェーズIIとしての100t/d DME直接合成パイロットプラントプロ

ジェクト等があげられる。なお、当事業に係る当中間連結会計期間の研究開発費は、128百万円である。 

 

（４）共通技術および新規分野 

上記の他、各事業に共通する基盤技術の研究開発、今後成長が期待される環境・エネルギー分野の

新商品、新技術の開発および開発研究の前段階となる先導研究を行っている。なお、共通技術および

新規分野における当中間連結会計期間の研究開発費は2,113百万円である。 

 




