
第11期中間（平成24年4月1日～平成24年9月30日）

株 主 の 皆 様 へ

JFEグループは、常に世界最高の技術をもって社会に貢献します。

証券コード：5411株式のお手続きに関するお知らせ

特別口座から証券会社等の口座への振替について

　当社の株式は１単元が100株となっており、単元未満株式（１～99株）については市場で売買はできませんが、当社に対して
100株（１単元）となるよう買増請求（購入）することができます。または単元未満株式を当社に対して買取請求（売却）するこ
とができます。

単元未満株式の買増・買取制度について

　特別口座に記録されている株式については、特別口座のままでは売買できません (単元未満株式を除く) ので、証券会社に取
引口座を開設して、開設された口座に株式を移し替える手続き（振替申請）をお勧めします。
※現在株券をお持ちの株主様や、以前株券を持っていたが現在所在が分からなくなった株主様は、特別口座で管理されている
　可能性がありますので、当社特別口座管理機関みずほ信託銀行株式会社にお問合せください。

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
0120-288-324（平日9：00～17：00）

・ 証券会社等に口座を開設されている株主様は、お取引証券会社等にご連絡ください。
・ それ以外の株主様は、下記のみずほ信託銀行株式会社証券代行部にご連絡ください。

特別口座から証券会社の口座への振替申請の手続きの場合 手続きに関するお問合せについて

証券会社

みずほ信託銀行株式会社

特別口座から証券会社の口座へ
振替申請するメリット
●株式の売買ができる。

株主様

特別口座から証券会社の
口座への振替請求

手続き内容

みずほ信託銀行株式会社
証券代行部

    0120-288-324
（平日　9：00～17：00）

お問合せ先1.証券口座開設手続き

2.特別口座から
   の振替申請 3.振替

例：株主様が80株を所有している場合

2.買取請求（売却）の場合

買取請求
80株

株主様

売りたい
（0株にしたい）

買取代金

1.買増請求（購入）の場合

例：株主様が80株を所有している場合

株主様

20株

20株の
買増請求
買増代金

100株（1単元）にしたい

買増請求し、単元株式にするメリット
●株主総会に出席し、議決権を行使
　できる。

http://www.jfe-holdings.co.jp


　株主の皆様への還元を重要な経営課題のひと
つと位置づけることは変わりありませんが、事情ご
賢察のほど、何卒ご了承賜りますようお願いいたし
ます。
　今後も収益力を強化し、企業価値の向上に向け
て努力してまいりますので、引き続き一層のご理解
とご支援を賜りますようお願いいたします。

　当上半期は、東日本大震災の復興需要等はある
ものの、円高の継続に加え、世界的な景気の減速
感が強まっており、依然として厳しい状況が続いて
おります。
　このような経営環境のもと、鉄鋼事業は、収益
改善に継続的に取り組みましたが、販売環境の悪
化等により、３０億円の経常損失となりました。エ
ンジニアリング事業は、厳しい事業環境下での受
注拡大が寄与し、上期としては過去最高の経常利
益４７億円、また、造船事業の経常利益は４４億円
となりました。
　以上の結果、グループ全体での経常利益は
４０億円、純利益は１４億円となりました。

　平成 24 年度の業績は、売上高３兆1,800 億円、
経常利益は 450 億円、純利益は 350 億円となる
見通しです。
　鉄鋼事業は、国内は復興需要が景気の下支え要
因となっていますが、引き続き、鋼材需要回復は足

踏み状態にあります。また海外におきましては、中
国の経済成長の鈍化等もあり、依然需給ギャップ
に目に見えた改善はありません。このような環境の
もと、年間の粗鋼生産は２，８００万トン程度（単体）
としております。損益につきましては、対前年度
１，２００億円のコスト削減は順調に進捗しておりま
すが、海外市況の低迷ならびに、原料市況下落に
伴う一過性の棚卸資産評価差等によるマイナス影
響により、経常利益は１５０億円となる見通しです。
　エンジニアリング事業は、個別プロジェクトの
コスト削減の進展により１５０億円、商社事業は
９０億円の経常利益を計上する見通しです。

　１０月１日よりＪＦＥ商事（株）が、当社の直接傘
下会社としてスタートいたしました。同社のマーケ
ティング関連機能を有効に活用し、国内外でのプロ
ジェクト推進や顧客開拓、原材料調達等において、
緊密な連携をとり、グローバル市場でのプレゼンス
を高めてまいります。
　鉄鋼事業では、世界有数のグローバル鉄鋼サプ
ライヤーとして広く認知され、世の中に誇れる会社

を目指します。高級鋼に加え、新興国での需要の増
加が見込まれる分野を技術協力やアライアンス等
の多面的な施策によって取り込むとともに、お客様
に選ばれるための商品力をさらに強化いたします。
　最近の具体的施策として、平成 24 年７月にインド
の戦略的提携先である JSW スチール社と、自動車
用鋼板の製造技術を供与する契約を締結いたしまし
た。また、東南アジア最大の自動車生産国であるタ
イにおいて、平成 25 年４月の稼働に向けて自動車
用溶融亜鉛めっきラインの建設を進めております。
さらには、タイ最大の熱延鋼板を製造するサハビリ
ヤ・スチール社および伊藤忠丸紅鉄鋼（株）との間
で、今後のタイ鉄鋼市場における協力関係の強化を
趣旨とする提携合意書を締結いたしました。このよ
うに、新興国を中心として、今後も需要の増加が見
込まれる自動車用高級鋼板をはじめとする分野にお
いて成長戦略を一層具体的に推進してまいります。
　エンジニアリング事業では、環境・エネルギー
分野を中心に堅固な経営基盤を確立し、この事業
分野でのリーディングカンパニーを目指します。先
般、太陽光発電事業に本格的に参入することとい
たしました。

　当期の中間配当につきましては、現下の厳しい
損益状況を踏まえ、見送ることといたしました。

当上半期の業績について

平成 24 年度の業績見通しについて

ＪＦＥグループの取り組みについて

株主の皆様へ一言

社長インタビュー

決算の概要や今後のJFEグループの取り組みについて、
馬田代表取締役社長がお答えいたします。

代表取締役社長（CEO）

馬田 一
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連結財務ハイライト 事業セグメント別情報 （平成 24 年 9月30日現在）

売上高
（単位：億円）

上半期 通期

経常利益
（単位：億円）

純利益 
（単位：億円）

第9期
（平成22年度）

第10期
（平成23年度）

第11期
（平成24年度）

（当上半期） 第9期
（平成22年度）

第10期
（平成23年度）

第11期
（平成24年度）

（当上半期）

31,955

15,693

31,665

14,54615,722

1,658

506 529

40

1,049

586

▲243
▲366

14

460

総資産
（単位：億円）

純資産
（単位：億円）

借入金・社債等残高
（単位：億円）

※1 ROS＝経常利益／売上高　※2 ROA＝（経常利益＋支払利息）／総資産 ※3 D/Eレシオ＝借入金・社債等残高／自己資本、格付けベース：格付評価上資本性を
併せ持つハイブリッド債（平成20年3月発行第1回取得条項付無担保転換社債型新株予約権付社債（劣後特約付）発行価額3,000億円）について、格付機関による評
価により、75％を資本とみなした場合

財務指標（通期見通し）

ROS※1

％1.4
自己資本比率

％36.5
D/Eレシオ（格付けベース）※3

％84.6
ROA※2

※当上半期実績

％1.4

第9期
（平成22年度）

第10期
（平成23年度）
第10期

（平成23年度）
第11期

（平成24年度）
（当上半期）

第9期
（平成22年度）

第10期
（平成23年度）

第11期
（平成24年度）

（当上半期） 第9期
（平成22年度）

第10期
（平成23年度）

第11期
（平成24年度）

（当上半期） 第9期
（平成22年度）

第10期
（平成23年度）

第11期
（平成24年度）

（当上半期）

39,766 39,785 40,072 38,11839,294 14,783 14,556 14,563 14,34214,717 14,964
15,708 15,936

15,06015,044

万t

億円億円

億円

1,568万t粗鋼生産量

1兆2,699売上高

▲30経常損益

JFEスチール株式会社
代 表 者
従 業 員数
事 業内容

生 産拠点

代表取締役社長 林田 英治
43,102名＊連結
各種鉄鋼製品、鋼材加工製品、原材料等の製造・
販売、ならびに運輸業および設備保全・工事等の
周辺事業
東日本製鉄所（千葉地区・京浜地区）
西日本製鉄所（倉敷地区・福山地区）
知多製造所

鉄鋼事業

JFEエンジニアリング株式会社

億円

億円

1,127売上高

47経常利益

代 表 者
従 業 員数
事 業内容

生 産拠点

代表取締役社長 岸本 純幸
7,511名＊連結
エネルギー、都市環境、リサイクル、鋼構造、産業
機械等に関するエンジニアリング事業
鶴見製作所／津製作所／清水製作所

エンジニアリング
事業

ユニバーサル造船株式会社

億円

億円

923売上高

44経常利益

代 表 者
従 業 員数
事 業内容
生 産拠点

代表取締役社長 三島 愼次郎
3,686名＊連結
一般商船および艦船等の設計・製造・販売・修繕
舞鶴事業所／京浜事業所／因島事業所／有明事
業所／津事業所

※ ユニバーサル造船（株）と（株）アイ・エイチ・アイ　マリンユナイテッドは、平成
24年12月１日に経営統合する予定です。なお、海外における競争法上の審
査・承認手続きの進捗状況によっては、延期する可能性があります。

造船事業
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　JFE スチール（株）は、インドの戦

略的提携先である JSW スチール社に

対し、平成 25 年秋稼働予定のビジャ

ヤナガール製鉄所 第二冷延工場で製

造される自動車用鋼板の製造技術を

供与する契約を締結いたしました。

　具体的には、連続式酸洗−冷間圧

延ライン・連続焼鈍ライン・溶融亜鉛

めっきラインの操業および対象製品

の製造技術を供与します。インドに生

産拠点を持つ自動車メーカーの高度

化・多様化する現地調達要請にお応

えするため、高張力鋼板（ハイテン）

を含む外板など多岐にわたる規格を

供与対象としています。

　インド自動車市場の長期にわたる持

続的成長が見込まれるなか、ＪＦＥス

チール（株）は、鋼材供給拠点としての

JSW スチール社との提携を活用し、イ

ンド自動車用鋼板市場での成長戦略を

推進してまいります。

　JFE スチール（株）は、自動車の

燃費向上および安全性向上を目的と

する構造骨格部品の軽量化ニーズに

対応して、耐酸化性および耐食性に優

れたホットプレス用酸化防止被覆鋼板

『JAG
TM

』（JFE Advanced Guard）

を開発いたしました。

　ホットプレスとは、高温 加熱した

鋼板を熱間でプレス加工すると同時

に焼き入れ（急冷）を行う技術のこ

とで、これにより加工性に優れかつ

1,500MPa 以上の強度が得られます。

JFE スチール（株）は、これまで冷間

加工用の高強度・高加工性鋼板を開発・

商品化してきましたが、更なる高強度

化の要請に応え、今回、ホットプレス

用鋼板の分野にも初参入し、自動車用

ハイテンの総合メーカーとして、お客

様のニーズにお応えしてまいります。

　ＪＦＥエンジニアリング（株）は、こ

れまで電力確保のニーズに応え、発電

所建設に対するエンジニアリングを提

供してまいりましたが、このたび太陽

光発電による電力供給事業に参入す

ることにいたしました。

　JFE グループの遊休地活用（宮城

県多賀城市など５地区）および全国有

数の日照時間を誇る北海道釧路地区

において、トータル約４０MW の発電

所を建設、各地区の電力会社へ売電

する予定です。全地区で予想される総

発電量は一般家庭の約１０，７００世帯

分の年間消費量に相当します。

　また、太陽光発電プラントの建設に

も引き続き注力し、今後平成 25 年度

までに、全国でトータル約２００MW

分のプラント受注を見込んでいます。

　JFE エンジニアリング（株）は、今

後も太陽光だけでなく地熱やバイオマ

ス等の再生可能エネルギーの普及に

取り組んでまいります。

　JFE 商事（株）は、同社子会社の

ＪＳ Sonoma Pty Ｌｔｄ.を通じ、平

成 19 年より５％を出資しているソノマ

炭鉱プロジェクトの権益買い増しを決

定いたしました。

　ソノマ炭鉱は、世界最大の強粘結炭

産炭地である豪州クイーンズランド州

（北東部ボウエン地区）に位置し、平

成 19 年より強粘結炭および一般炭を

露天掘にて、年産約 350 万トン生産

しています。

　今回の権益買い増しにより、同炭鉱

に対する出資比率は操業当初からの

５％より９．５％に増加し、JFE スチー

ルグループとして取り組んでいる自社

原料比率アップに貢献いたします。ま

た、同炭鉱におけるパートナーである

Q Coal 社（豪）との関係を深めるこ

とにより他国向け販売の強化を図り、

石炭ビジネスを拡大させてまいります。

　ユニバーサル造船（株）は、箱根観

光船（株）様から芦ノ湖観光遊覧船と

なる箱根海賊船を受注いたしました。

　本船は 18 世紀にフランス艦隊の旗

艦として活躍した「ロワイヤル・ルイ」

がモデルで、仕様は、全長３５メートル、

全幅１０メートル、総トン数約３１０トン、

定員は５６５名（特別船室１１２名、普

通船室４５３名）です。

　湖畔で海賊船のすべてを造ることは

できませんので、まず京浜事業所（横浜）

でブロックを製造します。そしてブロック

を湖畔の箱根工場に運び船舶を完成さ

せます。平成24年9月10日から10個に

分割したブロックを大型トレーラーで運

び込み、9月13日までに無事すべてのブ

ロックを箱根工場に搬入いたしました。

　この後、現地で船体の接合や艤装

の後、進水させ、湖上運転を行い、平

成 25 年 2 月に引き渡します。なお、

本船は同年 3 月から就航の予定です。

　ＪＦＥエンジニアリング（株）は、

平成 7 年にヤンゴンに支店を開設し

て以降、大型橋梁の資機材供給や設

計・製作・架設の技術支援を行ってま

いりました。これらの実績は同国から

の高い評価と信頼をいただき、急速に

都市化が進むミャンマーのインフラ整

備に活かすべく、今般、経済産業省お

よび環境省より、大型橋梁および都

市環境プラントの事業化調査業務の

受託へとつながりました。

　今後は、橋梁建設分野の最先端技

術の提案に加え、当社の高い技術力

を活かしたミャンマーで初となる廃棄

物発電プラントの提案等により、民主

化が進むミャンマーのインフラ整備を

進めてまいります。

　本事業化調査完了後は、25 年ぶり

に再開が予定されている円借款および

ＰＰＰ（Public Private Partnership）

を活用し、プロジェクトの実現に向け積

極的に取り組んでまいります。

JFEグループトピックス

鉄鋼事業

インド JSW スチール社に自動車
用鋼板の製造技術を供与

耐酸化性および耐食性に優れた
ホットプレス用鋼板『JAGTM』を
開発

完成引き渡しをしたメガソーラー発電所
（群馬県太田市、平成 24 年７月１日）

エンジニアリング事業

豪州 ソノマ炭鉱プロジェクトの
権益を買い増し

商社事業

箱根海賊船 建造ブロックが
芦ノ湖へ到着

造船事業

技術支援により完成したシンカン橋
（平成 24 年１月）

太陽光発電事業に本格参入 ミャンマーのインフラ整備を牽引
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避難路付高架橋

水道用断層鋼管

人工地盤

落石、土石流対策製品 地すべり抑止杭

制振ダンパー

スマートグラウト™

飲料水兼用耐震性貯水槽

鋼材による岸壁・護岸補強

スラグコンパクションパイル

“超”急速施工 津波防止壁

RI-Bridge工法®

Jポケットパイル®

災害対応用エンジン発電設備

メタルロード®

高強度鋼材

津波バリアー

テールアルメ

スラグ製品

防潮盛土道路

防波堤の補強

高台移転

高台移転

ジャケット工法

ハイブリッドケーソン防波堤

JFE グループの技術力と街づくりへの貢献

ＪＦＥグループの高い技術力と商品開発力は街のさまざまな所で活かされ、
災害に強い、安全・安心な街づくりに貢献しています。
ここでは、その一例をご紹介します。

JFEグループトピックス

制振ダンパーが地震エネ
ルギーを効果的に吸収す
ることで、柱や梁の損傷
を抑えることができ、大地
震に対する安全性が飛躍
的に向上します。

制振ダンパー
JFEシビル

人工地盤の
上に建屋を
設置し、既存
の地盤面は
漁港などの
スペースとし
て利用します。

人工地盤による津波対策
JFEエンジニアリング

直管と波形管を組み合わせる
ことで、想定される断層のず
れに対応した耐震管路が構築
できます。

水道用断層鋼管
JFEエンジニアリング

東日本大震災では、東北の沿岸部を中心に
15メートルを超える巨大津波が襲来し、甚大
な被害をもたらしました。「ハイブリッドケーソ
ン防波堤」は、鋼材とコンクリートの合成によ
る粘り強い防波堤です。大津波の高さと莫
大なエネルギーをしっかりガードします。

巨大津波から守る 
「ハイブリッドケーソン防波堤」

JFEエンジニアリング

継手ポケット部に止水材を設置する
ことで、高い遮水性・耐久性を実現。
経済性・施工性にも優れています。

J ポケットパイル ®
JFEスチール

新しい街づくりを支える鋼管杭
「つばさ杭™」
鋼管杭の先端に取り付けた翼の効果で低
騒音・低振動を実現し、大きな先端支持
力・引き抜き抵抗力を持ちます。

機械式継手「ハイメカネジ」「カシーン®」
溶接よりも施工が容易で作業時間も大幅に
短縮できます。

JFEスチール
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　「ＪＦＥグループ ＣＳＲ

報 告 書 2012」 は、　

ＣＳＲコミュニケーショ

ンツールとしての機能を

強化するため、以下の

構成としました。

◦ パートⅠ　ハイライト版（冊子およびＷｅｂ）
◦ パートⅡ　詳細版（Ｗｅｂ）
◦ パートⅢ　環境データ集（Ｗｅｂ）

「ＪＦＥグループ ＣＳＲ報告書 ２０１２」のダウンロー
ドはこちらから 
ht tp : //www.j fe -ho ld ings .co . jp/
environment/index.html

会社概要 （平成 24 年 9月30日現在）

経営体制 

名 称
（ 商 号 ）

本 店
所 在 地

設 立

資 本 金

従業員数

JFE（ジェイ エフ イー）ホールディングス株式会社
［英文名称： JFE Holdings,Inc.］ 

〒100-0011  
東京都千代田区内幸町二丁目2番3号
電話 03（3597）4321（代表）

平成14年9月27日

1,471億円

連結：54,341名　　単独：42名

会社概要 

発行可能株式総数

発行済株式総数

株 主 数

2,298,000,000株

614,438,399株

309,985名

株式の現況

株式事務のご案内

取締役
代表取締役社長
代 表 取 締 役
代 表 取 締 役
取 締 役
取 締 役（社 外）
取 締 役（社 外）

馬田　　一
林田　英治
岡田　伸一
岸本　純幸
芦田　昭充
前田　正史

監査役
監 査 役（常 勤）
監 査 役（常 勤）
監 査 役（社 外）
監 査 役（社 外）

山﨑　敏邦
笹本　前雄
伊丹　敬之
杉山　清次

執行役員
社 長

副 社 長

常 務
常 務

馬田　　一

岡田　伸一

山村　　康
寺畑　雅史

CEO（最高経営責任者）

総務部、経理部の統括
企画部、財務・IR部の担当

経理部の担当

総務部の担当

決 算 期

定 時 株 主 総 会

定時株主総会および
剰余金の配当基準日

中 間 配 当 基 準 日

1 単 元 の 株 式 の 数

株主名簿管理人および
特 別 口 座 管 理 機 関

3月31日

6月に開催

3月31日

9月30日

100株

〒103-8670
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

お問い合わせ先

特別口座に関する
事 務 取 次 所

公 告 の 方 法

【 ア ド レ ス 】

〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-288-324

みずほ信託銀行株式会社 全国各支店
みずほインベスターズ証券株式会社
本店および全国各支店

電子公告

http://www.jfe-holdings.co.jp/

　ＪＦＥ商事（株）のコア事業である鉄鋼ビジネスにおいて、国内外に展開す

る鋼材加工センターの加工機能を効果的に活用したサプライ・チェーン・マネジ

メントを確立しています。特に海外ではアジアを重点拠点として、世界 15 ヵ所

の鋼材加工センターを戦略的な販売拠点とし、ＪＦＥスチール（株）の拡販品

種である高級鋼材の輸出を中心に展開しつつ、鋼材需要の拡大が見込まれる

中国・東南アジアへは徹底したマーケティングを実施し、多様化・高度化する

お客様のニーズに応えています。

川商フーズ（株）が取り扱うNOZAKI’S ブランド

　また、原材料の安定供給のため、資源

開発プロジェクトにも積極的に参画し、優

良仕入れソースを求め中南米、豪州の開拓

により自社権益の拡大とともに中韓の高炉

メーカー向け販売強化を図っています。

　ＪＦＥ商事（株）では、鉄鋼事業のほか

に食品事業を川商フーズ（株）にて、エレ

クトロニクス事業をＪＦＥ商事エレクトロニ

クス（株）にて事業を行っています。

CSR 報告書第83回都市対抗野球大会

東西硬式野球部が
都市対抗野球で活躍

　JFE 東日本 硬 式 野 球 部 および

JFE 西日本硬式野球部は、7 月13

日から東京ドームで開催された第 83

回都市対抗野球大会に 4 年ぶりにそ

ろって出場しました。2 年ぶり5 回目

（通算 20 回目）の出場となった JFE

東日本硬式野球部はベスト 4 に進出

し、4 年ぶり 5 回目の出場となった

JFE 西日本硬式野球部はベスト16

進出を果たしました。

JFEグループトピックス

ＪＦＥ商事（株）の事業内容

■ ＪＦＥ商事（株）の海外鋼材加工センター

　東西両チームの 6 試合に延べ 5

万 5,000 人の大 応 援団が駆けつ

け、JFE グループおよび地域の皆

様と一体となった応援を繰り広げま

した。
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