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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におけるわが国経済は、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

引き続き厳しい状況で推移いたしました。このような状況下、当社グループにおきましては、ＪＦＥグループトータルでの収益

向上を目指し、統合効果の前倒しも含め、徹底したコスト削減に取り組んでまいりました。

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高は 524,685 百万円と前中間連結会計期間に比べ 55,225 百万円（△

9.5%）の減収となりましたものの、営業利益は27,874百万円と前中間連結会計期間に比べ6,626百万円（＋31.2%）、経常利益

は 17,642 百万円と前中間連結会計期間に比べ 4,197 百万円（＋31.2%）と、それぞれ増益となりました。これに特別利益とし

て固定資産売却益、特別損失として投資有価証券売却損、転籍者に支払う特別退職金や退職給付会計基準変更時差異の

償却額をそれぞれ計上した結果、税効果会計適用後の中間純利益は 17,151 百万円となり、前中間連結会計期間に比べ

19,989 百万円の好転となりました。

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

①鉄鋼事業

鉄鋼事業におきましては、販売数量については、国内では建設需要の低迷等により減少となったものの、輸出では

アジア向けを中心に需要が増加したことから、前中間連結会計期間に比べ若干の増加となりました。また販売価格に

ついては市況は回復基調にあるものの、増収に寄与するまでには至りませんでした。このような厳しい環境の下、グル

ープをあげて引き続きコスト削減・収益改善活動に取り組んでまいりました。

この結果、鉄鋼事業の業績は、売上高は430,096百万円と前中間連結会計期間に比べ18,042百万円（△4.0%）の

減収となったものの、営業利益は24,469百万円と前中間連結会計期間に比べ2,127百万円（＋9.5%）の増益となりまし

た。

②エンジニアリング事業

エンジニアリング事業では、国内景気の低迷に競争の激化も加わり依然として厳しい状況にあるうえ、上半期は

公共土木工事の完工が少ないという季節要因も加わり、当中間連結会計期間の業績は前中間連結会計期間に引

き続き赤字を余儀なくされました。この結果、エンジニアリング事業の業績は、売上高は 36,228 百万円と前中間連結会計

期間に比べ 12,679 百万円（△25.9%）の減収となり、営業損失は 2,272 百万円と前中間連結会計期間に比べ 698 百万円（＋

23.5%）の改善となりました。

③化学事業

化学事業では、平成14年3月に樹脂コンパウンド事業売却を行った影響により、前中間連結会計期間に比べ減

収・減益となりました。この結果、化学事業の業績は、売上高は23,086百万円と前中間連結会計期間に比べ16,503百万

円（△41.7%）の減収となり、営業利益が 1,417 百万円と前中間連結会計期間に比べ 1,066 百万円（△42.9%）の減益とな

りました。

④ＬＳＩ・情報通信事業

ＬＳＩ・情報通信事業では、特にＬＳＩ事業で、国内向け販売が大幅に増加した影響が大きく、当中間連結会計期

間の業績は前中間連結会計期間に比べ大幅に好転しました。この結果、ＬＳＩ・情報通信事業の業績は、売上高は

34,340 百万円と前中間連結会計期間に比べ 4,835 百万円（＋16.4%）の増収となり、営業損益については前中間連

結会計期間に比べ 3,116 百万円好転し、1,542 百万円の黒字となりました。

（注） 上記金額には消費税等は含まれておりません（以下も同様であります）。
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(２) キャッシュ・フロー

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(以下「資金」という。)は、営業活動により 70,873 百万円

の資金を生み出す一方、固定資産の取得、社債の償還や利息及び配当金の支払等により、投資活動で 19,558 百万円、財務

活動で 123,185 百万円の支出となりました。この結果、資金残高は前連結会計年度末（連結会社の変動に伴う資金の減少を含

め 102,175 百万円）に比べ 75,005 百万円(△73.4%)減少し、当中間連結会計期間末には、27,169 百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は、70,873百万円(前中間連結会計期間比△14.7%)となりました。

これは、前中間連結会計期間に比べ運転資本（売上債権・棚卸資産・仕入債務等）の削減は大きかったものの、減価償却前の

税金等調整前中間純利益が若干の減少となっていることに加え、「その他」科目に含まれる預り金の増減について、前中間連

結会計期間では収入超過であったのに対し、当中間連結会計期間では支出超過となったこと等を反映したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において投資活動による資金の減少は、19,558百万円(前中間連結会計期間比△66.8%)となりました。

これは、前中間連結会計期間に比べ、設備投資等に伴う固定資産の取得による支出や子会社株式の取得支出が減少したこと

等を反映したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当中間連結会計期間において財務活動による資金の減少は、123,185百万円(前中間連結会計期間比＋555.8%）となりまし

た。これは、前中間連結会計期間に比べ、社債の償還による支出が大幅に増加したこと等を反映したものであります。
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２．生産、受注及び販売の状況

生産、受注及び販売の状況に関して特記すべき事項については、「１．業績等の概要」における各事業の種類別セ

グメント業績に関連づけて記載しております。

(1) 生産実績

当中間連結会計期間における事業の種類別セグメント別の生産実績は、次のとおりであります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称 金額 前年同期比（％）

鉄鋼事業 462,808 △ 4.7

エンジニアリング事業 43,605 △ 19.8

化学事業 20,491 △ 37.5

ＬＳＩ･情報通信事業 29,097 20.3

合計 556,004 △ 6.8

(注) 1. 製造業に該当するセグメントごとの製造原価の単純合算であります。

2. 鉄鋼事業における粗鋼生産量は、次のとおりであります。なお、当中間連結会計期間より連結粗鋼

生産量を記載し、前中間連結会計期間についても同様に記載しております。

(単位:千トン)

前中間連結会計期間

(平成 13.4～平成 13.9)

当中間連結会計期間

(平成 14.4～平成 14.9)

増減 増減率

連結 7,150 7,203 53 0.7%

（うち当社） (6,386) (6,403) (17) (0.3%)

(2)受注実績

当中間連結会計期間におけるエンジニアリング事業の受注状況は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

区分 受注高
前年同期比（％）

受注残高
前年同期比(％)

エンジニアリング事業 44,330 7.7 90,835 2.1

(注) 1.エンジニアリング事業以外の事業につきましては、主として見込み生産を行っております。

2.受注高及び受注残高は、当社及び連結子会社の単純合算であります。

             

(3)販売実績

当中間連結会計期間における事業の種類別セグメント別の販売実績は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

事業の種類別セグメントの名称 金額
前年同期比（％）

鉄鋼事業 430,096 △ 4.0

エンジニアリング事業 36,228 △ 25.9

化学事業 23,086 △ 41.7

ＬＳＩ･情報通信事業 34,340 16.4

その他 18,502 △ 61.7

消去又は全社 △  17,568 -

合計 524,685 △ 9.5
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(注) 1.主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

（単位:百万円）

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
相 手 先

金 額 割 合 金 額 割 合

川 鉄 商 事 ㈱ 212,165 36.6% 214,922 41.0%

2.「リース・グループファイナンス事業」につきましては、平成 14 年 3 月に川鉄リース㈱のリース・割賦事

業を東京リース㈱に譲渡したことに伴い重要性が低下したため、当中間連結会計期間より「その他」

に含めております。このため、前年同期比較にあたっては前中間連結会計期間分を変更後の区分に

組み替えて行っております。

３．対処すべき課題

平成 14 年 9 月 27 日、当社はＮＫＫ（日本鋼管株式会社）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（ＪＦＥ）ホールディングス株式会社」を設立し、新たに JFE グループがスタート致しました。

ＪＦＥグループは、両社の強固な営業基盤、高度な技術力、最強・最効率の製鉄所・製作所等を活かした最高水準の

競争力の実現及び変化に対して挑戦し続ける革新的な企業文化の創造により、

(ⅰ)　顧客ニーズへの世界規模での対応力強化

(ⅱ)　株主・資本市場からの高い評価の獲得

(ⅲ)　従業員にとって魅力に富み働きがいのある職場の提供

(ⅳ)　地球環境・地域社会への貢献

等を目指してまいります。

平成 15 年 4 月には、経営統合の第２ステップとして、当社及びＮＫＫを各事業毎の会社に再編し、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してまいります。

事業再編のスケジュール及び再編後の会社の概要は次のとおりであります。

(1)事業再編のスケジュール

(2)事業再編後の会社の概要

①ＪＦＥ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いま

す。

【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～）

ＪＦＥスチール㈱
ＪＦＥホールディングス㈱

ＪＦＥｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱

川崎製鉄㈱

ＪＦＥ都市開発㈱

川崎ﾏｲｸﾛｴﾚｸﾄﾛﾆｸｽ㈱

ＪＦＥ技研㈱

ＪＦＥホールディングス㈱

ＮＫＫ
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②ＪＦＥ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・責任の明確化及び決定・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ＮＫＫの合計で 239 ある鉄鋼事業関

連の部を 35％削減し、157 部の体制と致します。

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」を採用致します。

《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及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及び西日本製鉄所の 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

体制と致します。

③ＪＦＥ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・責任の明確化及び決定・執行の迅速化を実現するため、執行役員

制を導入致します。

事業環境の変化への迅速な対応、経営戦略の共有化促進及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ります。

《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

④ＪＦＥ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ってまいりま

す。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ＮＫＫと、関西圏を中心とした当社が一体化することにより事業拡大を図ってまいりま

す。

⑤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 月に当社ＬＳＩ事業部より分社独立致しました。同社は、

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ＡＳＩＣ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ＡＳＩＣベン

ダーへの成長を目指してまいります。

⑥ＪＦＥ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、共通基盤系技術及び成長

分野プロジェクトの研究開発を行います。なお、ＪＦＥスチール株式会社及び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部門を保有致します。

また、グループ会社の再編について、建材事業におきましては、川鉄建材株式会社と日本鋼管ライトスチール株

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おります。容

器事業におきましては、川鉄コンテイナー株式会社と鋼管ドラム株式会社は平成 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おります。そして、化学事業におきまし

ては、平成 15 年 4 月 1 日をもって、当社化学事業部とＮＫＫの化学事業子会社であるアドケムコ株式会社を統合再

編し、新会社のＪＦＥケミカル株式会社を設立する予定であります。

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に貢献する 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ってまいります。
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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、新たに締結した経営上の重要な契約等は以下のとおりであります。

・NKK（日本鋼管株式会社）との経営統合契約

当社は NKK との間で、平成 14 年 5 月 9 日に「経営統合契約書」を締結し、平成 14 年 6 月 26 日開催の当社

及び NKK の定時株主総会において、株式移転により完全親会社「ジェイ　エフ　イー(JFE)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が決議され、平成 14 年 9 月 27 日付けで当社親会社及び主要株

主が異動しました。JFE ホールディングス株式会社の詳細につきましては、「第１ 企業の概況 ３．関係会社の状

況」に記載しております。

５．研究開発活動

 当社グループ（当社及び連結子会社）は、連結での業績を盤石なものとするため、高い収益力の獲得を目指して

事業の一層の飛躍に挑戦しております。コストを削減する製造技術の開発を推進するとともに、製販技一体となって

顧客から高い付加価値が認められる独自商品の開発を強力に推し進めております。また、昨今の事業環境の著しい

変化に的確に対応し、鉄鋼をはじめとする各事業分野でグループとして勝ち抜くための高度な事業競争力を構築す

るために、各グループ会社間の連携を強化しつつ、積極的な研究開発活動を進めております。

 現在、研究開発は、当社の技術研究所を中心に、当社の建材技術部鋼構造研究所、川鉄鉱業㈱技術研究所、

川鉄建材㈱技術研究所、川鉄鋼板㈱商品開発センター(旧製品研究所)、川崎炉材㈱技術研究所及び各子会社の

技術部門・開発部門によって推進しております。

 当中間連結会計期間における連結ベースの研究開発費は、8,299百万円であります。また、当中間連結会計期間

における各事業部門別の研究の目的、主要課題、研究成果及び研究開発費は、次のとおりであります。

(1)　鉄鋼事業

 当社技術研究所においては、設備生産性、コスト競争力及び品質の画期的向上を目指すプロセス技術の開発と

共に、顧客満足度の高い鉄鋼新製品の研究開発を強力に推進しております。さらに、環境・資源・エネルギー問題に

積極的に対応する技術開発も推し進めております。

 川鉄鉱業㈱技術研究所では、資源リサイクル関係の開発、積層セラミックスコンデンサー用ニッケル超微粉及び圧

電単結晶等の先端技術分野の開発を行っております。川鉄建材㈱技術研究所では、環境対応分野で光触媒機能を

利用した防汚・抗菌機能を持つ内外装建材や道路建材、建材分野で鮮映性に優れたホーローの開発に注力してお

ります。川鉄鋼板㈱は、旧製品研究所を母体に商品開発センターを発足させ、従来の鋼板の開発に加え、加工商品

の開発部門を新設し、環境対応性や高機能性及び高意匠性を付与した溶融亜鉛めっき鋼板と塗装鋼板の開発並び

に金属屋根材・パネル等の加工商品の開発を実施しております。川崎炉材㈱技術研究所では、耐火物寿命の向上と

高信頼性を図り、鉄鋼のコスト競争力確保と省資源を実現する素材開発に取り組んでおります。

 　　当中間連結会計期間の主な成果といたしましては、塗装焼付処理により引張り強度の上昇が可能な耐衝撃吸収

性に優れた自動車用熱延鋼板やプレス成形性の良い自動車用表面処理鋼板の適用拡大や高効率モーター用電磁

鋼板の特性向上、極低炭素ベイナイト型で予熱フリー非調質の船積みタンク用新KD51鋼、曲げ加工可能で光触媒

機能を有する内装用ホーロー鋼板、ラミネートペール缶、高い圧粉体強度が得られる還元鉄粉及び分析時間を従来

の半分に短縮した新しいダイオキシン類の分析方法等の開発が挙げられます。当事業に係る研究開発費は、7,506

百万円であります。
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(2)　エンジニアリング事業

    当社環境事業部では、すでに商品化を達成した「川鉄サーモセレクト方式廃棄物ガス化溶融技術」及び「川鉄－

ビガダン方式バイオガスシステム」のさらなる適用可能範囲の拡大に向けた技術開発に取り組んでおります。当事業

に係る研究開発費は、155百万円であります。

(3)　化学事業

当社技術研究所では、リチウムイオン電池の負極材等の炭素材料、高機能プラスチック複合材料、ソフトフェライト

や高純度酸化鉄等の研究開発を進めております。当中間連結会計期間の主な成果といたしましては、放電容量をさ

らに高めた負極材用炭素材料、軽量・高剛性スタンパブルシート及び低損失大型ソフトフェライトコア等の開発が挙げ

られます。当事業に係る研究開発費は、321百万円であります。

(4)　ＬＳＩ・情報通信事業

川崎マイクロエレクトロニクス㈱では、常にオリジナリティと信頼性あふれるＡＳＩＣを提供すべく、研究開発活動を進

めております。当中間連結会計期間の主な成果といたしましては、次世代ネットワーク機器やストレージ機器向けの超

高速シリアルリンク用ＬＳＩの開発、同じくネットワーク機器向けのパケット検索処理用ＬＳＩの開発、携帯電話等に用い

られる位置検出用ＧＰＳ（Global Positioning System）レシーバ等の開発が挙げられます。当事業に係る研究開発費は、

315百万円であります。




