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グループ経営理念

グループ経営ビジョン

お客様中心主義に基づき、鉄を通じてお客様の夢と理想の
実現をお手伝いするため、価値ある商品・技術・サービスを
提供し、お客様とともに新たな市場を創造して豊かでゆとり
ある社会の発展に貢献します。

１．社員一人ひとりの力を大切にし、人と人の繋がりによって
グループ総合力を発揮します。

２．素材・加工メーカーとしての進化を続け、マーケットに
おける存在感・存在価値を高めます。

３．社会や地球環境と調和した健全な発展により、現在と
未来のお客様・株主・社員に選ばれる会社を目指します。
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代表取締役社長
平成28年11月

　株主の皆様におかれましては、平素より格別のご理解とご
支援をいただきまして、誠にありがとうございます。
　当第２四半期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
の事業の概況等を報告する「株主の皆様へ」をお手元にお届
けいたします。
　当第２四半期は、当社独自の高い付加価値を持つコア製品
（ＺＡＭ®、特殊鋼、ステンレス、カラー鋼板）中心の拡販を推進し、
グループ一体となった収益改善に積極的に取り組んでまいりま
した。しかしながら、原料価格や円高等の影響を受け販売価格
が低迷したことに加え、在庫評価損や為替差損の発生等もあり、
大変遺憾ながら連結業績は減益を余儀なくされました。
　このような中、本年度は24号中期連結経営計画の最終年度と
して各施策の総仕上げを一層強力に推進していくとともに、

ごあいさつ

平成29年度以降の将来を見据えた構造改革にも引き続きグルー
プ一体で取り組んでまいります。
　また、新たな事業構造改革の方針として呉製鉄所の高付加
価値化を決定するとともに、新日鐵住金株式会社による当社
子会社化等に関する契約を締結しました。今後はより競争力
ある製品へ経営資源を集中することで、持続的な成長と中長
期的な企業価値の向上を図ってまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜
りますようよろしくお願い申し上げます。



　わが国経済は、政策効果を背景に企業収益や雇用情勢に改
善が見られたものの、企業の生産活動や個人消費は伸び悩む展
開となりました。また、欧米では緩やかな景気回復傾向が見られ
たものの、中国を中心にアジア地域は減速傾向を辿りました。
　鉄鋼業界におきましても、依然として続く中国の過剰生産
に伴う鋼材市況低迷や継続する円高局面など厳しい状況が
続く展開となりました。

　このような環境のもと、当社グループは24号中期連結経営計
画（以下、24号中計）の最終年度として、各種施策の完遂と統合シ
ナジー最大化に向けた取り組みを鋭意推進してまいりました。
　合理化・総コスト削減活動においては、製造、外注、物流、
調達などのあらゆる面で本活動に取り組んでおり、計画目標
を超過達成する見込みとなっております。
　新鋭設備の稼働率向上にも鋭意取り組んでおり、呉製鉄
所（以下、呉）においては、新精錬炉（LF設備）が昨年10月に
稼働し、特殊鋼製造における同設備での生産量は着実に増
加しております。特に、厳格な成分調整を要求されるお客様
向けの製品では、生産性が飛躍的に改善しております。
　周南製鋼所（以下、周南）においては、製鋼設備リフレッシュ
によるスラブ大型化や垂直曲げ型の連続鋳造設備導入の効
果によって、製鋼工程における品質向上が図られております。
　販売面においては、高収益なコア製品（ZAM®、特殊鋼、ス
テンレス、カラー鋼板）の比率拡大に努めており、24号中計
の目標は概ね達成しております。
　海外事業においては、新規事業創出やさらなる市場

展開を図るための取り組みを進めてまいりました。米国
においては、表面処理鋼板の製造・販売子会社である
「Wheeling-Nisshin,Inc.」（ウィーリング・ニッシン）が好調
な市場環境を背景に当社グループの主力製品ＺＡＭ®の拡
販を進め、堅調な業績となっております。

　中国においては、今秋に特殊鋼製造・販売子会社の「浙江
日新華新頓精密特殊鋼有限公司」（以下、浙江日新華新頓）
が営業生産を開始いたしました。当社との連携のもと、中国
マーケットにおける当社グループとして初めての特殊鋼事
業の拠点として精力的に活動してまいります。 
　また、中国、東南アジア、インドなど、海外成長市場におけ
る事業強化に向けた海外ネットワークの再構築を進めてお
り、本年4月には、タイの事業拠点を再編し「Nisshin Steel 
(Thailand) Co.,Ltd.」(ニッシンスチール・タイランド)を発
足いたしました。今後、タイ国内でのサービス提供・販売活
動による事業拡充を図ると同時に、拡大する東南アジア市
場の中核拠点として活動してまいります。
　国内においても、当社グループにおける事業構造改革の一環
として、本年4月に当社の塗装・建材事業と完全子会社の日新総
合建材株式会社を統合し、「日新製鋼建材株式会社」（以下、日

新製鋼建材）が発足いたしました。お客様やマーケットにより近
い位置で販売・開発活動を行うことで、従来の鉄鋼メーカーに
はない画期的なソリューション提案を推進しております。
　また、先行して発足した「日新製鋼ステンレス鋼管株式会
社」においては、衣浦工場から尼崎工場への生産工程集約が
本年7月に完了いたしました。設備集約に伴う稼働率の向上と
要員効率化によって、コスト競争力向上を実現しております。
　一方、コーポレートガバナンスの強化にも取り組んでお
り、本年6月の定時株主総会において、新たに社外取締役1
名を選任いたしました。昨年制定した「日新製鋼コーポレー
トガバナンス基本方針」に基づき、ガバナンス体制のさらな
る充実化を狙い、社外取締役複数化による取締役会の監督
機能強化を図っております。
　さらに、新たな事業構造改革のテーマとして呉の高炉１基
体制への移行と鉄源工程合理化を決定するとともに、本年5
月には新日鐵住金株式会社（以下、新日鐵住金）と同社による
当社子会社化およびそれを前提とした継続的な鋼片供給につ
いて合意し、子会社化等に関する契約を締結いたしました。
　子会社化につきましては、本年6月の定時株主総会にてご
承認いただきましたとおり、競争当局による承認の後、公開買
付けならびに必要な場合は第三者割当増資の手続きを経て、
平成29年3月を目途に完了を目指してまいります。

　当第２四半期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
の連結業績につきましては、以上のとおり24号中計各施策の推
進とそれによる収益力強化の取り組みを進めてまいりました
が、生産設備の定期修繕後の立上げに一部遅れが生じたこと
や、原料価格下落に伴う在庫評価損発生などの収益減少要因

もあり、売上高2,517億円（対前年同期250億59百万円の減
収）、経常利益10億36百万円（対前年同期44億18百万円の減
益）、親会社株主に帰属する四半期純利益32百万円（対前年同
期19億75百万円の減益）となりました。

　当社はグループ連結業績に応じた適切な剰余金の配当を基
本に、株主の皆様に対する安定的な還元を基本方針としており
ますが、中間配当につきましては、当第２四半期までの業績や今
後の経営環境が不透明であることに鑑み、誠に遺憾ながら配当
を見送らせていただくことといたしました。
　株主の皆様におかれましては、何卒、ご理解賜りますようお願
い申し上げます。

　今後のわが国経済は、緩やかな回復に向かうことが期待
されるものの、中国をはじめとするアジア経済の減速など、
景気下振れリスクが懸念されます。
　鉄鋼業界においても、東京五輪を背景とした建築・インフラ関
連の需要増加が期待される一方、原料価格が上昇局面に転じる
など、引き続き不透明な状況が続くものと予想されます。

　当社グループにおいては、24号中計で掲げた各施策を完遂さ
せるため、これまでの取り組みを引き続き推進してまいります。
　特殊鋼分野においては、呉ＬＦ設備の能力を最大限活用し、
高清浄度鋼を上工程から造り込むとともに、浙江日新華新

当第２四半期までの経営環境 頓の最新鋭の冷間圧延設備によって製品を供給する新しい
ビジネスモデルを確立させ、特殊鋼薄板市場における国内
外での存在感を一段と高めてまいります。
ステンレス分野においては、周南新製鋼設備の能力を活かし
た新鋼種開発やマーケット展開を進め、統合シナジー最大
化を図ってまいります。
　カラー鋼板分野では、新発足した日新製鋼建材との協働
によって屋根・壁市場における鋼材の潜在需要を掘り起こ
し、お客様の潜在ニーズに応える新商品の開発を進めてま
いります。

　海外事業においては、台湾（中華民国）において「台湾日新
結進精密不銹鋼股分有限公司」が本年9月より操業を開始し
ております。今後、営業活動を本格化させ、東アジア、アセア
ン地域において自動車、電機、ＩＴ機器分野を中心にステン
レス精密圧延品の拡販を行ってまいります。
　また、研究・開発機能の強化を図るため、本年4月、10月と段
階的に組織再編を進めております。かかる中、昨年には鋼と他
素材との融合を可能にする新商品「プラタイト」をマーケット
インさせ、本年７月にもＺＡＭ発展系ブランド「ＺＡＭ－Ｐｌｕ

ｓ」(ザムプラス)シリーズに意匠性を付与した新商品を追加
することを決定いたしました。今後も、グループ開発本部の指
揮の下、新商品開発・需要開拓に努めると共に、グループ会社
が得意とする加工・成型技術と一体となったソリューション提
案により、開発・提案力を深化してまいります。

　当社グループでは、厳しい市場環境においてもお客様や
株主の皆様、その他ステークホルダーの皆様から必要とされ
る企業としてあり続けるために、事業構造改革の方針を決定
しております。具体的には、呉の第1高炉拡大改修および第2
高炉の休止を含む製鉄所の高付加価値化や、グループ全体
でのコア製品群の再構築およびコア製品戦略の先鋭化な
ど、当社の得意分野における事業伸長のための取り組みに
ついて検討してまいります。
　また、前述のとおり本検討は新日鐵住金の当社子会社化と、
同社から当社への鋼片供給が前提となりますが、総合力世界
№１の鉄鋼メーカーを目指す新日鐵住金グループへの参画と
両社経営資源の結集により、当社グループの事業基盤のさら
なる安定化と持続的成長の両立を目指してまいります。
　今年度は24号中計最終年度であることに加え、来年度以
降の当社の方向性を定めていく重要な年度となります。当社
グループの経営理念である「鉄を通じてお客様の夢と理想
の実現をお手伝いする」ため、お客様とともに日々新たな
マーケットを創造し、独自の存在感を発揮する企業グループ
として進化してまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

事業の概況

当社グループの取り組み

（浙江日新華新頓精密特殊鋼有限公司 設備起動式）
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　わが国経済は、政策効果を背景に企業収益や雇用情勢に改
善が見られたものの、企業の生産活動や個人消費は伸び悩む展
開となりました。また、欧米では緩やかな景気回復傾向が見られ
たものの、中国を中心にアジア地域は減速傾向を辿りました。
　鉄鋼業界におきましても、依然として続く中国の過剰生産
に伴う鋼材市況低迷や継続する円高局面など厳しい状況が
続く展開となりました。

　このような環境のもと、当社グループは24号中期連結経営計
画（以下、24号中計）の最終年度として、各種施策の完遂と統合シ
ナジー最大化に向けた取り組みを鋭意推進してまいりました。
　合理化・総コスト削減活動においては、製造、外注、物流、
調達などのあらゆる面で本活動に取り組んでおり、計画目標
を超過達成する見込みとなっております。
　新鋭設備の稼働率向上にも鋭意取り組んでおり、呉製鉄
所（以下、呉）においては、新精錬炉（LF設備）が昨年10月に
稼働し、特殊鋼製造における同設備での生産量は着実に増
加しております。特に、厳格な成分調整を要求されるお客様
向けの製品では、生産性が飛躍的に改善しております。
　周南製鋼所（以下、周南）においては、製鋼設備リフレッシュ
によるスラブ大型化や垂直曲げ型の連続鋳造設備導入の効
果によって、製鋼工程における品質向上が図られております。
　販売面においては、高収益なコア製品（ZAM®、特殊鋼、ス
テンレス、カラー鋼板）の比率拡大に努めており、24号中計
の目標は概ね達成しております。
　海外事業においては、新規事業創出やさらなる市場

展開を図るための取り組みを進めてまいりました。米国
においては、表面処理鋼板の製造・販売子会社である
「Wheeling-Nisshin,Inc.」（ウィーリング・ニッシン）が好調
な市場環境を背景に当社グループの主力製品ＺＡＭ®の拡
販を進め、堅調な業績となっております。

　中国においては、今秋に特殊鋼製造・販売子会社の「浙江
日新華新頓精密特殊鋼有限公司」（以下、浙江日新華新頓）
が営業生産を開始いたしました。当社との連携のもと、中国
マーケットにおける当社グループとして初めての特殊鋼事
業の拠点として精力的に活動してまいります。 
　また、中国、東南アジア、インドなど、海外成長市場におけ
る事業強化に向けた海外ネットワークの再構築を進めてお
り、本年4月には、タイの事業拠点を再編し「Nisshin Steel 
(Thailand) Co.,Ltd.」(ニッシンスチール・タイランド)を発
足いたしました。今後、タイ国内でのサービス提供・販売活
動による事業拡充を図ると同時に、拡大する東南アジア市
場の中核拠点として活動してまいります。
　国内においても、当社グループにおける事業構造改革の一環
として、本年4月に当社の塗装・建材事業と完全子会社の日新総
合建材株式会社を統合し、「日新製鋼建材株式会社」（以下、日

新製鋼建材）が発足いたしました。お客様やマーケットにより近
い位置で販売・開発活動を行うことで、従来の鉄鋼メーカーに
はない画期的なソリューション提案を推進しております。
　また、先行して発足した「日新製鋼ステンレス鋼管株式会
社」においては、衣浦工場から尼崎工場への生産工程集約が
本年7月に完了いたしました。設備集約に伴う稼働率の向上と
要員効率化によって、コスト競争力向上を実現しております。
　一方、コーポレートガバナンスの強化にも取り組んでお
り、本年6月の定時株主総会において、新たに社外取締役1
名を選任いたしました。昨年制定した「日新製鋼コーポレー
トガバナンス基本方針」に基づき、ガバナンス体制のさらな
る充実化を狙い、社外取締役複数化による取締役会の監督
機能強化を図っております。
　さらに、新たな事業構造改革のテーマとして呉の高炉１基
体制への移行と鉄源工程合理化を決定するとともに、本年5
月には新日鐵住金株式会社（以下、新日鐵住金）と同社による
当社子会社化およびそれを前提とした継続的な鋼片供給につ
いて合意し、子会社化等に関する契約を締結いたしました。
　子会社化につきましては、本年6月の定時株主総会にてご
承認いただきましたとおり、競争当局による承認の後、公開買
付けならびに必要な場合は第三者割当増資の手続きを経て、
平成29年3月を目途に完了を目指してまいります。

　当第２四半期（平成28年4月1日から平成28年9月30日まで）
の連結業績につきましては、以上のとおり24号中計各施策の推
進とそれによる収益力強化の取り組みを進めてまいりました
が、生産設備の定期修繕後の立上げに一部遅れが生じたこと
や、原料価格下落に伴う在庫評価損発生などの収益減少要因

もあり、売上高2,517億円（対前年同期250億59百万円の減
収）、経常利益10億36百万円（対前年同期44億18百万円の減
益）、親会社株主に帰属する四半期純利益32百万円（対前年同
期19億75百万円の減益）となりました。

　当社はグループ連結業績に応じた適切な剰余金の配当を基
本に、株主の皆様に対する安定的な還元を基本方針としており
ますが、中間配当につきましては、当第２四半期までの業績や今
後の経営環境が不透明であることに鑑み、誠に遺憾ながら配当
を見送らせていただくことといたしました。
　株主の皆様におかれましては、何卒、ご理解賜りますようお願
い申し上げます。

　今後のわが国経済は、緩やかな回復に向かうことが期待
されるものの、中国をはじめとするアジア経済の減速など、
景気下振れリスクが懸念されます。
　鉄鋼業界においても、東京五輪を背景とした建築・インフラ関
連の需要増加が期待される一方、原料価格が上昇局面に転じる
など、引き続き不透明な状況が続くものと予想されます。

　当社グループにおいては、24号中計で掲げた各施策を完遂さ
せるため、これまでの取り組みを引き続き推進してまいります。
　特殊鋼分野においては、呉ＬＦ設備の能力を最大限活用し、
高清浄度鋼を上工程から造り込むとともに、浙江日新華新

当第２四半期の業績

株主の皆様への還元

当社グループの事業展開

今後の見通し

頓の最新鋭の冷間圧延設備によって製品を供給する新しい
ビジネスモデルを確立させ、特殊鋼薄板市場における国内
外での存在感を一段と高めてまいります。
ステンレス分野においては、周南新製鋼設備の能力を活かし
た新鋼種開発やマーケット展開を進め、統合シナジー最大
化を図ってまいります。
　カラー鋼板分野では、新発足した日新製鋼建材との協働
によって屋根・壁市場における鋼材の潜在需要を掘り起こ
し、お客様の潜在ニーズに応える新商品の開発を進めてま
いります。

　海外事業においては、台湾（中華民国）において「台湾日新
結進精密不銹鋼股分有限公司」が本年9月より操業を開始し
ております。今後、営業活動を本格化させ、東アジア、アセア
ン地域において自動車、電機、ＩＴ機器分野を中心にステン
レス精密圧延品の拡販を行ってまいります。
　また、研究・開発機能の強化を図るため、本年4月、10月と段
階的に組織再編を進めております。かかる中、昨年には鋼と他
素材との融合を可能にする新商品「プラタイト」をマーケット
インさせ、本年７月にもＺＡＭ発展系ブランド「ＺＡＭ－Ｐｌｕ

ｓ」(ザムプラス)シリーズに意匠性を付与した新商品を追加
することを決定いたしました。今後も、グループ開発本部の指
揮の下、新商品開発・需要開拓に努めると共に、グループ会社
が得意とする加工・成型技術と一体となったソリューション提
案により、開発・提案力を深化してまいります。

　当社グループでは、厳しい市場環境においてもお客様や
株主の皆様、その他ステークホルダーの皆様から必要とされ
る企業としてあり続けるために、事業構造改革の方針を決定
しております。具体的には、呉の第1高炉拡大改修および第2
高炉の休止を含む製鉄所の高付加価値化や、グループ全体
でのコア製品群の再構築およびコア製品戦略の先鋭化な
ど、当社の得意分野における事業伸長のための取り組みに
ついて検討してまいります。
　また、前述のとおり本検討は新日鐵住金の当社子会社化と、
同社から当社への鋼片供給が前提となりますが、総合力世界
№１の鉄鋼メーカーを目指す新日鐵住金グループへの参画と
両社経営資源の結集により、当社グループの事業基盤のさら
なる安定化と持続的成長の両立を目指してまいります。
　今年度は24号中計最終年度であることに加え、来年度以
降の当社の方向性を定めていく重要な年度となります。当社
グループの経営理念である「鉄を通じてお客様の夢と理想
の実現をお手伝いする」ため、お客様とともに日々新たな
マーケットを創造し、独自の存在感を発揮する企業グループ
として進化してまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を
賜りますようお願い申し上げます。
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で）の連結業績につきましては、以上のとおり24号中計施策
の推進とそれによる収益力強化の取り組みを進めてまいり
ましたが、呉製鉄所の定修立ち上げ遅れや、円高進行に伴う
在庫評価損発生などの収益減少要因もあり、売上高○○○
○億○○百万円（対前年同期○○億○○百万円の○○）、経
常利益○○億○○百万円（対前年同期○○億○○百万円の
○○）、親会社株主に帰属する純利益○○億○○百万円（対
前年同期○○億○○百万円の○○）となりました。

　中間配当につきましては、剰余金の配当等に関する決定
方針を基本に、当第２四半期までの業績および今後の見通
しを踏まえ、・・・（決定次第コメント作成）・・・・株主の皆様に
おかれましてはご理解賜りますようお願い申し上げます。

　今後のわが国経済は、緩やかな回復に向かうことが期待
されるものの、中国をはじめとするアジア経済の下降など、
景気下振れリスクが懸念されます。
鉄鋼業界においても、東京五輪需要を背景とした建築・イン
フラ関連の需要増加が期待される一方、その他分野におけ
る需要の本格回復には時間を要すると予想されます。

　当社グループにおいては、24号中計で掲げた各施策を完遂さ
せるため、これまでの取り組みを引続き推進してまいります。
特殊鋼分野においては、呉ＬＦ設備の能力を最大限活用し、
高清浄度鋼を上工程からつくり込むとともに、浙江日新華新

事業構造改革について　　　　　　

頓の最新鋭の冷間圧延設備によって製品を供給する新しい
ビジネスモデルを確立させ、特殊鋼市場における国内外で
の存在感を一段と高めてまいります。
　ステンレス分野におきましては、周南新製鋼設備の能力を
活かした新鋼種開発やマーケット展開を進め、統合シナジー
最大化を図ってまいります。
　カラー鋼板分野では、新発足した日新製鋼建材と一体と
なって屋根・壁市場における鋼材の新たな需要を掘り起こ
し、お客様の潜在ニーズに応える新商品の開発を進めてま
いります。

　海外事業におきましては、台湾（中華民国）において「台湾
日新結進精密不銹鋼股份有限公司」を本年6月に設立してお
ります。今後、営業活動を本格化させ、東アジア、東南アジア
において自動車、電機、ＩＴ機器分野を中心にステンレス精
密圧延品の拡販を行ってまいります。
　また、研究・開発機能の強化を図るため、本年4月以降、
段階的に組織再編を進めております。かかる中、本年７月には

ＺＡＭ®発展系ブランド「ＺＡM+®」(ザムプラス)シリーズに
意匠性を付与した新商品の投入を決定いたしました。今後
も、新商品開発・需要開拓に努めるとともに、グループ会社
が得意とする加工・成形技術と一体となったソリューショ
ン提案により、開発・提案力を高めてまいります。

　当社グループでは、厳しい市場環境においてもお客様や
株主の皆様、その他ステークホルダーの皆様から必要とされ
る企業であり続けるために、事業構造改革に取り組んでおり
ます。具体的には、呉の第1高炉拡大改修および第2高炉の
休止を含む製鉄所の高付加価値化や、グループ全体でのコ
ア製品群の再構築およびコア製品戦略の先鋭化など、当社
の得意分野における事業伸長のための取り組みについて検
討してまいります。
　また、前述のとおり新日鐵住金による当社子会社化の手続
きを進めておりますが、総合力世界№１の鉄鋼メーカーを目
指す新日鐵住金グループへの参画と両社経営資源の結集に
より、当社グループの事業基盤のさらなる安定化と持続的成
長の両立を目指してまいります。

　今年度は24号中計最終年度であることに加え、来年度以
降の当社の方向性を定めていく重要な年度となります。当社
グループの経営理念である「鉄を通じてお客様の夢と理想
の実現をお手伝いする」ため、お客様とともに日々新たな
マーケットを創造し、独自の存在感を発揮する企業グループ
として進化してまいります。
　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

●素材には当社の高機能カラー鋼板月星GLカラー/SELiOSを使用
●シャープなフォルムを持つスタイリッシュな金属外壁材
●芯材には不燃材料を採用し、防火性を強化するなど機能性にも優れる

外壁材：スターラインF-HJ （日新製鋼建材）

事業の概況事業の概況
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財務諸表（連結）

科　　目

連結貸借対照表
（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。

（単位：百万円）

科　　目

流動負債

   支払手形及び買掛金

   短期借入金

　 １年内償還予定の社債

   その他

固定負債 

 社債

 長期借入金

 その他

負債合計

流動資産 

 現金及び預金

 受取手形及び売掛金

 たな卸資産

 その他

固定資産 

 有形固定資産

 無形固定資産

 投資その他の資産

資産合計 

株主資本

 資本金

 資本剰余金

 利益剰余金

 自己株式

その他の包括利益累計額 

非支配株主持分

純資産合計 

負債純資産合計

平成28年3月31日現在
前期末

219,316

87,436

76,032

10,000

45,847

270,872

40,000

153,495

77,377

490,189

259,400

31,440

77,581

124,776

25,602

448,767

265,736

13,088

169,942

708,167

184,010

30,000

76,345

78,214

△ 549

27,684

6,283

217,978

708,167

受取手形及び売掛金の減少（△96億円）、投資有価証券の
減少（△69億円）等により、前期末より280億円減少し、
6,801億円となりました。

平成28年9月30日現在

222,394

89,176

66,461

30,000

36,757

249,251

20,000

151,849

77,401

471,646

181,302

30,000

76,345

75,514

△ 557

15,444

11,710

208,457

680,104

総資産

有利子負債の減少（△112億円）等により、前期末より185
億円減少し4,716億円となりました。

負  債

その他の包括利益累計額の減少（△122億円）等により、前
期末より95億円減少し、2,084億円となりました。

純資産

242,669

28,947

67,962

124,233

21,525

437,434

270,916

13,385

153,132

680,104

当第2四半期末
平成28年3月31日現在
前期末

平成28年9月30日現在
当第2四半期末
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財務諸表（連結）

連結損益計算書 （単位：百万円）

平成28年4月1日から
平成28年9月30日まで

売上高 

売上原価 

売上総利益 

販売費及び一般管理費

営業利益 

営業外収益 

営業外費用 

経常利益 

特別損失 

税金等調整前四半期純利益 

法人税等 

四半期純利益 

非支配株主に帰属する四半期純利益 

親会社株主に帰属する四半期純利益 

連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円）

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に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
現金及び現金同等物の期首残高
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
現金及び現金同等物の四半期末残高

科　　目

科　　目

276,759
246,195
30,563
24,226
6,336
3,051
3,932
5,455
1,348
4,107
1,982
2,125
117
2,007

251,700
223,135
28,564
24,278
4,286
1,825
5,075
1,036
344
692
629
62
30
32

平成27年4月1日から
平成27年9月30日まで

18,563
△ 12,234
△ 9,147

8
△ 2,809
26,187
　̶

23,377

28,509
△ 21,506
△ 13,605
△ 1,977
△ 8,580
31,344
6,097
28,861

前年同期に比べ250億円減収の2,517億円となり
ました。

売上高

営業利益は前年同期に比べ20億円減益の42億円、
経常利益は前年同期に比べ44億円減益の10億円、
親会社株主に帰属する四半期純利益については前
年同期に比べ19億円減益の０億円となりました。

損　益

税金等調整前四半期純利益6億円、減価償却費
141億円、売上債権の減少額90億円等があり、285
億円の収入となりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得（△194億円）等により、215億
円の支出となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー

有利子負債の減少（△111億円）等により、136億円
の支出となりました。

財務活動によるキャッシュ・フロー

前第２四半期 当第２四半期

平成28年4月1日から
平成28年9月30日まで

平成27年4月1日から
平成27年9月30日まで

前第２四半期 当第２四半期
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以上の結果等により、当第２四半期末における現金
及び現金同等物の残高は、前期末に比べて24億円 
減少し、288億円となりました。



半世紀にわたり世界各国で
「人」と「技術」を育ててきた
日新製鋼のグローバル事業。
次は「収穫のとき」へ。
24号中期連結経営計画の最終年度を迎え、
グローバル事業の新たな体制が整った日新製鋼。
独特なノウハウが求められる海外事業で
現場を指揮してきた責任者に話を聞いた。

日新製鋼
代表取締役　副社長執行役員
CFO（財務担当最高責任者）

水元 公二
1978年日新製鋼入社。内部統制推進、海外事業全般、
総務、財務、人事および労働安全を総括。

特集 役員インタビューTOPICS

鉄鋼業界を取り巻く現在の環境を
どのように見ていますか？

　主要産業の海外移転や少子高齢化の影響を受け、残
念ながら国内の鋼材需要は減少していくことが予想さ
れます。そこで注目すべきは、成長が期待される海外市
場です。経済の減速が懸念される中国ですが、まだまだ
13億人もの人口を抱える巨大な市場のインパクトは健
在です。また、高い経済成長を続ける東南アジア諸国の

動きからも目が離せません。
　当社においても、24号中期連結経営計画（以下、24号
中計）のテーマのひとつとして、「グローバル事業体制の
構築」を設定。海外事業の強化を推進してまいりました。
　長らく海外事業に現場で携わってきた立場から申し
上げますと、企業の海外展開というものは、一朝一夕に
始められるものではありません。10年、20年という長い
スパンで、ビジネスを育てていく必要があるのです。
　その点で当社は、今から半世紀近く前の1970年から
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特集 役員インタビューTOPICS

現在注力されている海外事業とは、
どのようなものでしょう？

　主要産業の海外移転や少子高齢化の影響を受け、残
念ながら国内の鋼材需要は減少していくことが予想さ
れます。そこで注目すべきは、成長が期待される海外市
場です。経済の減速が懸念される中国ですが、まだまだ
13億人もの人口を抱える巨大な市場のインパクトは健
在です。また、高い経済成長を続ける東南アジア諸国の

動きからも目が離せません。
　当社においても、24号中期連結経営計画（以下、24号
中計）のテーマのひとつとして、「グローバル事業体制の
構築」を設定。海外事業の強化を推進してまいりました。
　長らく海外事業に現場で携わってきた立場から申し
上げますと、企業の海外展開というものは、一朝一夕に
始められるものではありません。10年、20年という長い
スパンで、ビジネスを育てていく必要があるのです。
　その点で当社は、今から半世紀近く前の1970年から

海外事業をスタートしています。ステンレス、表面処理
（めっき）の技術協力・技術支援を中心に、スペイン、
ルーマニア、韓国、台湾、中国の名だたる鉄鋼メーカーと
協力関係を構築。その後、資本参加や合弁事業へと発
展させてまいりました。そして、現在も当社のコア事業で
あるステンレス、表面処理、特殊鋼の各分野で海外事業
は確実に成長を続けています。

　いくつか注目の事業をご紹介しましょう。まず、ステン
レス部門のスペイン・アセリノックス社との合弁事業が、

当社の海外事業のスタイルを象徴しています。同社に
は、設立当初から技術協力を行っており、大規模な工場
を共同で設計し、つくり上げてきた関係にあります。経営
層だけでなく、エンジニア、現場作業者に至るまでの密
な交流は50年近く続いており、現在は次世代にも引き
継がれています。スペインの地酒にちなんだ「ティオぺ
ぺ会」という製造現場の交流会もあるほどです。
　アセリノックス社は現在、グループ全体の年間粗鋼生
産能力が約350万トンに達する世界有数のステンレス
メーカーに成長。当社は、同社株式を15％超保有し、強
固な関係を維持しています。さらに、同社と合弁でマ
レーシアに設立したバル・ステンレスの事業も現在では
年間生産能力が約40万トンにまで拡大しています。 　私は、2012年から2年間、中国・上海に駐在し、南通・

平湖両拠点の用地選定から取得、工場建設に至るまで
を責任者として現場で見てきました。各省政府の経済開
発区の責任者との厳しい交渉を繰り返したこともありま
す。急速に発展する今日の中国では、厳しい環境基準に
適応し、開発区の発展に寄与する工場しか建設が許可
されません。ここで、20年来の中国とのビジネス連携の
歴史が役立ったのは言うまでもありません。
　24号中計の最終年度にあたり、「グローバル事業体
制の構築」を計画通り、やり遂げることができました。
今、世界中に広がる海外拠点のネットワークの点と点が
線となってつながり始めています。50年来、世界各地で
人と技術をつくり上げてきた海外事業の「種」が果実と
なり、収穫するときがついにやってきているのです。これ
からも引き続き日新製鋼の海外事業にご期待ください。

地元・南通市からも大きな期待が寄せられています。
　また、1984年に設立した米国・ウェストバージニア州に
ある当社の100％子会社ウィーリング・ニッシンは、北米に
おけるめっき事業の一大拠点であり、3年前からZAM®の
営業生産を本格的にスタート。順調に販売量を増やしてお
り、さらなるニーズ拡大が見込まれます。当初米国では、
ZAM®は当社しか生産していないオンリーワン製品である
ため、1社供給体制となってしまうことを懸念するお客様も

　同じくステンレス部門では、中国浙江省の寧波市にあ
る寧波宝新不銹鋼有限公司の合弁事業も20年来のも
のになります。ここで構築した、中国の国有企業である
宝鋼集団との信頼関係および人的パイプは、中国でビ
ジネスを展開する上で、大きな強みになっています。
　その他、米国、インドでもステンレスパイプの事業を展
開。本年6月には、台湾（中華民国）にステンレスばね材を
中心とした精密圧延品の製造・販売を行う合弁会社を設
立しており、成長著しい東アジア、東南アジア市場の自動
車・IT分野などのニーズに応えていく計画です。

　表面処理（めっき）部門では、中国江蘇省南通市に銅
めっき鋼板の製造・販売を行う合弁会社を設立し、
2014年5月から操業を開始。自動車のブレーキ部品等
に用いる高精度・高品質の鋼板を日系自動車メーカー
に供給する体制を中国国内で整備しました。有害物質
シアンを使わない当社独自の電気銅めっき技術は、環
境負荷の低減に力を注ぐ中国国内で注目を集めており、

いました。しかし、ZAM®の圧倒的な高耐食性をご理解い
ただき、主に畜舎などの分野で採用され始めるにつれ、着
実に実績は積み上がり、今では高い評価を得ています。や
はり「よいものはよい」ということを海外市場で証明できた
のは独自技術にこだわるメーカーとして自信になります。
　特殊鋼の分野では、中国浙江省平湖市に特殊鋼冷延
事業の製造・販売拠点として、米国ワージントン・インダ
ストリーズ殿、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社殿とともに浙
江日新華新頓精密特殊鋼有限公司を2014年7月に設
立。2016年7月より操業を開始いたしました。2020年に
は、年間販売台数約3,000万台への到達が見込まれる
中国の自動車市場は、言うまでもなく世界最大のもの。
ここにおいて、日米欧の自動車メーカーの厳格な規格に
対応した精密な製品を供給できる体制をいち早く整備
いたしました。国内でも、素材供給センターである呉製
鉄所に設備投資を行い、高品質な鋼板を中国・平湖に
供給する体制を整備。海をまたいだ生産拠点の連携も
進んでいます。

Wheeling-Nisshin, Inc.North American Stainless, Inc.

浙江日新華新頓精密特殊鋼有限公司

日新製鋼（南通）高科技鋼板有限公司

日鴻不銹鋼（上海）有限公司

長富不銹鋼中心（蘇州）有限公司

Bahru Stainless Sdn. Bhd.

ANS Steel Tubes Limited

Acerinox, 
S.A. 天津日華鋼材製品有限公司

Nisshin Automotive Tubing LLC
寧波宝新不銹鋼有限公司
結進日新精密金属股份有限公司

Columbus Stainless(Pty)Ltd.

NISSHIN METAL SERVICES(M)SDN. BHD.

台湾日新結進精密不銹鋼股份有限公司

事業拠点
コイルセンター
出資先子会社

主な取扱い製品

ステンレス鋼
ステンレス鋼管
表面処理鋼板
普通鋼鋼管
特殊鋼

海外事業
グロ ー バ ル・ネ ット ワ ー ク
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●中国自動車生産台数（出典：中国汽車工業協会他、各種報道より）

●国別販売シェア（工場出荷台数）

民族系 日系 独系 米国系 韓国系 仏系
41％ 16％ 19％ 12％ 8％ 4％
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ステンレス以外の主要事業の
海外展開についても教えてください。

　主要産業の海外移転や少子高齢化の影響を受け、残
念ながら国内の鋼材需要は減少していくことが予想さ
れます。そこで注目すべきは、成長が期待される海外市
場です。経済の減速が懸念される中国ですが、まだまだ
13億人もの人口を抱える巨大な市場のインパクトは健
在です。また、高い経済成長を続ける東南アジア諸国の

動きからも目が離せません。
　当社においても、24号中期連結経営計画（以下、24号
中計）のテーマのひとつとして、「グローバル事業体制の
構築」を設定。海外事業の強化を推進してまいりました。
　長らく海外事業に現場で携わってきた立場から申し
上げますと、企業の海外展開というものは、一朝一夕に
始められるものではありません。10年、20年という長い
スパンで、ビジネスを育てていく必要があるのです。
　その点で当社は、今から半世紀近く前の1970年から

海外事業をスタートしています。ステンレス、表面処理
（めっき）の技術協力・技術支援を中心に、スペイン、
ルーマニア、韓国、台湾、中国の名だたる鉄鋼メーカーと
協力関係を構築。その後、資本参加や合弁事業へと発
展させてまいりました。そして、現在も当社のコア事業で
あるステンレス、表面処理、特殊鋼の各分野で海外事業
は確実に成長を続けています。

　いくつか注目の事業をご紹介しましょう。まず、ステン
レス部門のスペイン・アセリノックス社との合弁事業が、

当社の海外事業のスタイルを象徴しています。同社に
は、設立当初から技術協力を行っており、大規模な工場
を共同で設計し、つくり上げてきた関係にあります。経営
層だけでなく、エンジニア、現場作業者に至るまでの密
な交流は50年近く続いており、現在は次世代にも引き
継がれています。スペインの地酒にちなんだ「ティオぺ
ぺ会」という製造現場の交流会もあるほどです。
　アセリノックス社は現在、グループ全体の年間粗鋼生
産能力が約350万トンに達する世界有数のステンレス
メーカーに成長。当社は、同社株式を15％超保有し、強
固な関係を維持しています。さらに、同社と合弁でマ
レーシアに設立したバル・ステンレスの事業も現在では
年間生産能力が約40万トンにまで拡大しています。 　私は、2012年から2年間、中国・上海に駐在し、南通・

平湖両拠点の用地選定から取得、工場建設に至るまで
を責任者として現場で見てきました。各省政府の経済開
発区の責任者との厳しい交渉を繰り返したこともありま
す。急速に発展する今日の中国では、厳しい環境基準に
適応し、開発区の発展に寄与する工場しか建設が許可
されません。ここで、20年来の中国とのビジネス連携の
歴史が役立ったのは言うまでもありません。
　24号中計の最終年度にあたり、「グローバル事業体
制の構築」を計画通り、やり遂げることができました。
今、世界中に広がる海外拠点のネットワークの点と点が
線となってつながり始めています。50年来、世界各地で
人と技術をつくり上げてきた海外事業の「種」が果実と
なり、収穫するときがついにやってきているのです。これ
からも引き続き日新製鋼の海外事業にご期待ください。

地元・南通市からも大きな期待が寄せられています。
　また、1984年に設立した米国・ウェストバージニア州に
ある当社の100％子会社ウィーリング・ニッシンは、北米に
おけるめっき事業の一大拠点であり、3年前からZAM®の
営業生産を本格的にスタート。順調に販売量を増やしてお
り、さらなるニーズ拡大が見込まれます。当初米国では、
ZAM®は当社しか生産していないオンリーワン製品である
ため、1社供給体制となってしまうことを懸念するお客様も

　同じくステンレス部門では、中国浙江省の寧波市にあ
る寧波宝新不銹鋼有限公司の合弁事業も20年来のも
のになります。ここで構築した、中国の国有企業である
宝鋼集団との信頼関係および人的パイプは、中国でビ
ジネスを展開する上で、大きな強みになっています。
　その他、米国、インドでもステンレスパイプの事業を展
開。本年6月には、台湾（中華民国）にステンレスばね材を
中心とした精密圧延品の製造・販売を行う合弁会社を設
立しており、成長著しい東アジア、東南アジア市場の自動
車・IT分野などのニーズに応えていく計画です。

　表面処理（めっき）部門では、中国江蘇省南通市に銅
めっき鋼板の製造・販売を行う合弁会社を設立し、
2014年5月から操業を開始。自動車のブレーキ部品等
に用いる高精度・高品質の鋼板を日系自動車メーカー
に供給する体制を中国国内で整備しました。有害物質
シアンを使わない当社独自の電気銅めっき技術は、環
境負荷の低減に力を注ぐ中国国内で注目を集めており、

いました。しかし、ZAM®の圧倒的な高耐食性をご理解い
ただき、主に畜舎などの分野で採用され始めるにつれ、着
実に実績は積み上がり、今では高い評価を得ています。や
はり「よいものはよい」ということを海外市場で証明できた
のは独自技術にこだわるメーカーとして自信になります。
　特殊鋼の分野では、中国浙江省平湖市に特殊鋼冷延
事業の製造・販売拠点として、米国ワージントン・インダ
ストリーズ殿、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社殿とともに浙
江日新華新頓精密特殊鋼有限公司を2014年7月に設
立。2016年7月より操業を開始いたしました。2020年に
は、年間販売台数約3,000万台への到達が見込まれる
中国の自動車市場は、言うまでもなく世界最大のもの。
ここにおいて、日米欧の自動車メーカーの厳格な規格に
対応した精密な製品を供給できる体制をいち早く整備
いたしました。国内でも、素材供給センターである呉製
鉄所に設備投資を行い、高品質な鋼板を中国・平湖に
供給する体制を整備。海をまたいだ生産拠点の連携も
進んでいます。

●自動車エンジン用軸受けメタル ●パーキングブレーキ ●ブレーキチューブ ●自動車エンジン用タイミングチェーン
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特集 役員インタビューTOPICS

中国事業を現場で統括されてきましたが、
独特の難しさはあるものでしょうか？

　私は、2012年から2年間、中国・上海に駐在し、南通・
平湖両拠点の用地選定から取得、工場建設に至るまで
を責任者として現場で見てきました。各省政府の経済開
発区の責任者との厳しい交渉を繰り返したこともありま
す。急速に発展する今日の中国では、厳しい環境基準に
適応し、開発区の発展に寄与する工場しか建設が許可
されません。ここで、20年来の中国とのビジネス連携の
歴史が役立ったのは言うまでもありません。
　24号中計の最終年度にあたり、「グローバル事業体
制の構築」を計画通り、やり遂げることができました。
今、世界中に広がる海外拠点のネットワークの点と点が
線となってつながり始めています。50年来、世界各地で
人と技術をつくり上げてきた海外事業の「種」が果実と
なり、収穫するときがついにやってきているのです。これ
からも引き続き当社の海外事業にご期待ください。

いました。しかし、ZAM®の圧倒的な高耐食性をご理解い
ただき、主に畜舎などの分野で採用され始めるにつれ、着
実に実績は積み上がり、今では高い評価を得ています。や
はり「よいものはよい」ということを海外市場で証明できた
のは独自技術にこだわるメーカーとして自信になります。
　特殊鋼の分野では、中国浙江省平湖市に特殊鋼冷延
事業の製造・販売拠点として、米国ワージントン・インダス
トリーズ殿、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社殿とともに浙江日
新華新頓精密特殊鋼有限公司を2014年7月に設立。
2016年秋より操業を開始しました。2013年には、年間生
産台数が2,000万台を越えた中国の自動車市場は、言う
までもなく世界最大のもの。ここにおいて、日米欧の自動
車メーカーの厳格な規格に対応した精密な製品を供給
できる体制をいち早く整備しました。国内でも、素材供給
センターである呉製鉄所に設備投資を行い、高品質な鋼
板を中国・平湖に供給する体制を整備。海をまたいだ生
産拠点の連携も進んでいます。

浙江日新華新頓精密特殊鋼有限公司
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会社概要

本社 支社 支店 製造所 海外事務所

事業所

概　要

会社名（英文名）
銘 柄 略 称
設 立
代 表 者
本 店 所 在 地

日新製鋼株式会社（Nisshin Steel Co., Ltd.）
日新製鋼
平成24年10月1日
代表取締役社長　三喜 俊典
〒100-8366 東京都千代田区丸の内三丁目4番1号
電話03-3216-5511

ホームページアドレス
資 本 金
事 業 目 的

会 計 監 査 人

http://www.nisshin-steel.co.jp/
300億円
鉄鋼および非鉄金属等の製造、加工および販売等
ならびにそれらに附帯関連する事業
新日本有限責任監査法人

東北支店

新潟支店

大阪支社 
本社

名古屋支社岡山支店

北陸支店

北海道支店

中四国支社 

九州支店

■ ■ ■ ■
■

■ 四国支店

■呉製鉄所■呉製鉄所

■衣浦製造所

■大阪製造所

日新製鋼(上海)鋼鉄商貿有限公司

日新製鋼(上海)鋼鉄商貿
有限公司 広州分公司

NISSHIN STEEL
USA, LLC（シカゴ）

NISSHIN STEEL 
ASIA PTE.LTD.（シンガポール） 

Nisshin Steel（Thailand）Co., Ltd. 

■周南製鋼所■周南製鋼所

概　要

九州支店九州支店
■ 四国支店四国支店

■東予製造所
大阪支社 大阪支社 名古屋支社岡山支店

北陸支店北陸支店

■ ■
■■

四国支店四国支店四国支店

岡山支店
中四国支社 中四国支社 

■ ■

四国支店四国支店

■堺製造所

（平成28年9月30日現在）

（平成28年9月30日現在）
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会社概要
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41.2
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日 新 製 鋼 建 材 株 式 会 社

日 新 鋼 管 株 式 会 社

新 和 企 業 株 式 会 社

月 星 海 運 株 式 会 社

日新製鋼ステンレス鋼管株式会社

日新ステンレス商 事 株 式会 社

日 新 工 機 株 式 会 社

月 星 商 事 株 式 会 社

会 社 名 資 本 金 当社の持株比率

百万米ドルW h e e l i n g - N i s s h i n ,  I n c .
（ウィーリング・ニッシン）

百万円 ％

主 な 事 業 内 容

各種鋼材・建材・軽量形鋼の製造、販売および鋼材加工

各種鋼管の製造、加工および販売

商事、サービス業、ゴルフ場経営および厚生施設の維持管理

鉄鋼製品の海上・陸上輸送および倉庫管理 

各種ステンレス鋼管の製造、加工および販売

ステンレス鋼その他金属製品および原材料の販売

設備・プラントの設計、製作、据付および修理 

鉄鋼製品の加工および販売 

米国における表面処理鋼板の製造および販売 

重要な子会社の状況 （平成28年9月30日現在）

代表取締役 社長 CEO（最高経営責任者）  
代表取締役 副社長執行役員    
代表取締役 副社長執行役員CFO（財務担当最高責任者）  
代表取締役 副社長執行役員
取締役 副社長執行役員  
取締役 常務執行役員  
取締役 常務執行役員   
取締役 常務執行役員 

三  喜    俊   典
成  吉    幸   雄
水  元    公   ニ
宮  楠    克   久
栁 川   欽 也
内  田    幸   夫
田 中 秀 雄
三  好    宣   弘

八丁地　   園 子
遠 藤        功
小 濱   和 久
伊 藤   幸 宏
南 保   由 明
片 山        達

※１．取締役のうち八丁地園子および遠藤功の両氏は社外取締役です。
※２．監査役のうち伊藤幸宏および片山達の両氏は社外監査役です。

取締役（非常勤）
取締役（非常勤）
常任監査役（常勤）
監査役（常勤）
監査役（常勤）
監査役（非常勤）

役　員 （平成28年9月30日現在）

(注)当社の持株比率は、間接出資会社の場合、子会社を通じた間接保有分を含む比率です。
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お手続き方法

お手続き
完 了

特別口座から証券会社の口座への振替について
　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。

証券会社に口座の開設を
申し込む

特別口座の口座管理機関
（最終ページに記載）に

振替用の請求用紙を請求する

送られてきた請求用紙に必要事項を
記入・押印して、特別口座の
口座管理機関に送付する

※お手元に「旧株券」をご所有のまま証券会社にお預けになっていない場合、「特別口座」にて管理されている可能性があります。

単元未満株式の買取・買増制度について

例：株主様が80株を所有している場合・・・・

　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。

買増請求（購入）

株主様

買取請求（売却）

100株
（1単元）にしたい

メリット：株主総会に出席し、議決権を行使できる。

20株の買増請求・買増代金

20株

株主様
買取請求 80株

買取代金
売りたい

（0株にしたい）

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お問合せください。

それ以外の株主様は特別口座の口座管理機関（最終ページに記載）にお問合せください。

株式に関するご案内
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再生紙を使用しています。

本資料に含まれる当社の将来における計画、戦略、業績に関する見通しの記述は、当社が現時点で把握可能な情報から判
断したもので、不確定要素を含んでおります。これらの見通し等は、内外の政治経済情勢、主要市場における需要動向の変
動、諸制度の変更など様々な重要な要素により実際の業績と異なる結果となることがありますことを、ご承知おきください。

ホームページアドレス  
http://www.nisshin-steel.co.jp/総務部 TEL. 03-3216-5565

本冊子に関するお問い合わせは下記にお願いします

4月1日から翌年3月31日まで

6月

定時株主総会
期 末 配 当
中 間 配 当

3月31日
3月31日
9月30日

事 業 年 度

定 時 株 主 総 会

基 準 日

株主名簿管理人

特 別 口 座 の

口 座 管 理 機 関

100株

東京証券取引所　市場第一部

5413

公 告 の 方 法

１単元の株式の数

上場証券取引所

証 券 コ ー ド

電子公告により行います
（当社ホームページをご覧ください）
http://www.nisshin-steel.co.jp/

〒137-8081　
東京都江東区東砂七丁目10番11号
三菱UFJ信託銀行株式会社
電話 0120‒232‒711
（通話料無料・平日9:00～17:00）

同上

（ご注意） 

※特別口座とは、平成21年1月の株券の電子化が行われた際に、証券保管
振替機構（ほふり）に預託されていない株式につき、その権利を保全する
ために株主様の名義で信託銀行に開設した口座のことをいいます。

株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求・買増請求その他各種お手続き
につきましては、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ること
となっておりますので、株主様が口座を開設されている証券会社等にお問合せ
ください。
株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんので、ご注意
ください。

１．株主様の各種お手続き

特別口座※に記録された株式に関する各種お手続き（株主様の住所変更、単
元未満株式の買取請求・買増請求他）につきましては、左記の三菱UFJ信託
銀行が口座管理機関となっておりますので、お問合せください。

２．特別口座に関する各種お手続き

単元未満株式の買増請求につきましては、当社株式取扱規則第23条の定め
により、毎年、次に掲げる日から起算して10営業日前から当該日までの間、
受付が停止されますので、ご留意ください。
(1) ３月31日　(2) ９月30日

3．単元未満株式の買増請求の受付停止期間

未受領の配当金につきましては、株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）にお
問合せください。

4．未受領の配当金

平成28年３月１日より、旧日本金属工業株式会社株式の特別口座の口
座管理機関を、みずほ信託銀行から三菱UFJ信託銀行に変更しておりま
す。特別口座に記録された株式に関する各種お手続き（株主様の住所変
更、単元未満株式の買取請求・買増請求他）につきましては、左記の三菱
UFJ信託銀行までお問合せください。

≪旧日本金属工業株式会社の株式を特別口座で所有されていた株主様へ≫

株式に関するご案内




