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株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに、第93期の会社概況についてご報告申し上げます。

▪第93期の業績について
　当連結会計年度（平成28年４月～平成29年
３月）における当社グループを取りまく経営環境
は、自動車業界において、北米の需要はおおむ
ね堅調に推移し、国内は軽自動車の販売台数
が減少したものの、新型車が全体をけん引し数
量は回復基調にありました。建設機械業界では、
国内及び中国をはじめとするアジア圏の需要が
下期から回復してきました。
　このような状況下、当社グループの連結売上
高は、ばね事業の国内における商用車の輸出減
等の影響が大きく、前期比27億９千７百万円
（2.6％）減収の1,037億４千２百万円となりまし
た。連結営業利益は、将来を見据えた成長への
投資として、設備投資や研究開発を積極的に行
いましたことで前期比４億２千５百万円（9.9％）
減益の38億６千１百万円となりました。また、親
会社株主に帰属する当期純利益は、政策保有
株式の売却を進め35億４百万円となりました。

　当期の期末配当につきましては、業績及び財
務・財政状況などを総合的に勘案した結果、�
１株当たり３円50銭とさせていただきましたので、
１株当たりの年間配当は６円となりました。
　当社は昨年「2016中期経営計画」を策定・
公表いたしました。この１年では主に実行基盤
の構築、事業基盤の強化、インドネシアでの「特
殊鋼をつくり加工する」一貫生産モデルの整備
やばね事業における新たなグローバル展開を進
めてまいりました。今年度も積極的な設備投資
と研究開発を進めるとともに、海外事業展開を
加速し、三菱製鋼グループのさらなる成長と企
業価値向上に向けまい進してまいります。
　株主の皆様におかれましては、引き続きご理
解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

� 平成29年６月

取締役社長

業績の推移ご 挨 拶

※平成28年度は前年度に対し
設備投資や研究開発で5億円
の費用増加
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特殊鋼鋼材事業 素形材事業ばね事業 機器装置事業
売上高構成比 売上高構成比

▪事業の状況について
　今下期より建設機械向けの需要に回復がみられる
ものの、これまでの原材料価格低下による価格対応
の影響が残り、売上高は、前期比４億８百万円
（1.0％）減収の401億６千万円となりました。営業利
益は、原材料価格高騰による影響があったものの、
建設機械向け売上量の増加等の効果により、前期比
１億４千８百万円（13.3％）増益の12億６千７百万円
となりました。

▪事業の状況について
　精密機械加工品と特殊溶解材の売上増及びタービ
ンホイールの拡販により、売上高は、前期比３億４千万
円（3.7％）増収の94億６千２百万円となりました。営
業利益は、研究費の増加と特殊合金粉末の品種構成
の変化により、前期比１億１千７百万円（25.3％）減益
の３億４千７百万円となりました。

▪事業の状況について
　アジアでの拡販や北米での販売が堅調に推移した
ことと、建設機械向けの需要に回復がみられるものの、
国内での商用車の輸出減少と、精密部品の販売減及
び海外子会社の為替影響により、売上高は、前期比
14億２千８百万円（3.0％）減収の467億３千３百万円
となりました。営業利益は、建設機械向け需要の回復
と海外拠点のコスト改善効果があったものの、国内で
の商用車輸出減少等の影響により、前期比１千５百万
円（1.0％）減益の14億６千７百万円となりました。

▪事業の状況について
　電力機器や鍛圧機械の売上減により、売上高は、
前期比３億８千万円（3.9％）減収の93億８千４百万
円となりました。営業利益は、電力機器の売上げの
減少及び円高による輸出採算の悪化により、前期比
３億８千６百万円（38.4％）減益の６億１千９百万円と
なりました。
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セグメント別状況
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三菱製鋼室蘭特殊鋼㈱
リフレッシュ投資・戦略投資

素形材一貫モデル構築
（素材の自社生産）

素形材一貫モデル構築
（サブアッセンブリー進出）

鋼材の海外進出

板ばねのグローバル拡販

技術開発センター

シナジー強化
（横串）プロジェクト

鋼材のインドネシア拡販

ばねの技術開発力強化

ばねのグローバル
供給網構築

施　策 内　　容 進捗状況

5年間で約130億円の戦略投資・老朽設備更新を計画

メキシコ拠点の確実な立上げ
欧州への事業進出

軽量化への取り組み・コストダウン推進

PT.ＪATIM ＴAMAN ＳTEEL MFG.（インドネシア）で製造した特殊鋼を
現地の日系メーカーを中心に拡販

コーポレートの機能強化（投融資委員会の設置、新規事業の計画精査/結果を評価・管理）
シナジー創出の仕組みづくり

研究開発機能を集約し、本社企画機能と連携

タイ・インド向けは計画通り販売中
顧客からの要請に応えるため、インドネシア以外への進出を検討

ばねとの一貫モデル構築のため、海外進出（インド、北米等）への進出
を検討し、サプライチェーンの構築準備を行う

ターボチャージャー市場における一貫モデルの強化

マスターヒート・精密機械加工品用素材の一貫モデル化
粉末用ガスアトマイズ量産炉の新設、水アトマイズ溶解炉の増設

※進捗状況は、中期経営計画の各施策作業量を100%として完了割合を表記。色分けは計画に対しての進捗度合いです。
： 計画通りの進捗 ： 計画に対して若干の遅れ ： 計画に対して半年以上の遅れ

１. グローバルサプライヤー化
２. 「特殊鋼をつくり加工する」モデルのさらなる強化＆
　 インドネシア成果刈り取り
３. 素形材において「付加価値を素材から創る」モデルの構築

自動車を軸に３本の柱を確立

2016中期経営計画

グローバルでの成長基盤の確立

長期ビジョン

「特殊鋼をつくり加工する」会社から 「付加価値を素材から創る」会社へ

中期経営計画の位置付け 重点施策の進捗
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20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100
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目 標
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目 標

２０１6年度
実 績

２０１7年度
予 想

売上高
（億円）

5.9%
5.0%

8.0%

10.0%以上10.0%以上

ROE

重点
施策

1,037 1,100

1,700

2,5002,500

2016中期経営計画の現況
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20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

20 40 60 80 100

①

⑨

⑩

⑧

⑦

⑥

⑤

④

③

②

2025年度
目 標

2020年度
目 標

２０１6年度
実 績

２０１7年度
予 想

売上高
（億円）

5.9%
5.0%

8.0%

10.0%以上10.0%以上

ROE

重点
施策

1,037 1,100

1,700

2,5002,500
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4 月

月5

月6

月7

月8

2017年

月9

特殊鋼鋼材事業

建設機械用太巻ばね製造ライン

ばね事業
　欧州進出予定

開所式で挨拶する佐藤社長

インドネシアの圧延工場

メキシコ新工場

ばね事業
　MSSC MFG MEXICANA, S.A. DE C.V. （メキシコ）
の開所式が執り行われました。スタビライザの製造・販
売を行い、コイルスプリングの製造も計画しています。

　合弁会社である PT. JATIM TAMAN STEEL MFG.（インドネシア）
の圧延工場と精整工場が営業稼働しました。インドネシアにおける材
料から加工までの一貫生産モデルが完成しました。

ばね事業
　MSM SPRING INDIA PVT. LTD.（インド）
で建設機械用太巻ばねを生産開始予定

ばね事業
　寧波菱鋼弾簧有限公司（中国）で自
動車用のスタビライザを生産開始

三菱製鋼技報の復刊
　技術開発センターの設立を契機として、2000年から休刊していました「三菱製鋼
技報」を本年３月に復刊いたしました。研究開発の成果を広く情報発信し、社内外の
技術開発に貢献してまいります。

試験研究設備の導入
　技術開発センターに各種試験研究設備の導入を進めております。
2016 年度は不足する設備の増強、老朽設備の更新が主体でした。今
後、将来を見据えた戦略的な設備を導入し、新しい研究にチャレン
ジしてまいります。

　当社グループの三菱長崎機工㈱は、国内
外に100台以上のリングミル設備を納入
している世界有数のリングミルメーカー
です。
　現在、社内実証機を活用し、リングを意
図した形状に圧延するなどの技術の向上
に取り組んでいます。海外の顧客からの
ニーズにも応えるため、蓄積された成形
データとシミュレーション結果を基に、よ
り活発な営業を行っています。
　また、今年９月にオーストリアで開催さ
れる国際鍛造学会で、論文を発表する予定
です。

高温観察用レーザー顕微鏡

三菱製鋼技報復刊

技術開発センター

リングミル社内実証機による様々な開発・技術向上を推進

テーパ

アイドラーリム

フランジ

極低品

リングローリングミル

加熱炉 ハンドリングマニプレータ

2017 IFM
（国際鍛造学会）
で論文発表予定

形状品リング圧延技術向上

非接触式計測システムのイメージ

各種リングミル・油圧プレスの開発

ハンドリングマニプレータの開発

非接触式計測システムの開発

トピックス
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　欧州進出予定

開所式で挨拶する佐藤社長

インドネシアの圧延工場
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の開所式が執り行われました。スタビライザの製造・販
売を行い、コイルスプリングの製造も計画しています。

　合弁会社である PT. JATIM TAMAN STEEL MFG.（インドネシア）
の圧延工場と精整工場が営業稼働しました。インドネシアにおける材
料から加工までの一貫生産モデルが完成しました。

ばね事業
　MSM SPRING INDIA PVT. LTD.（インド）
で建設機械用太巻ばねを生産開始予定

ばね事業
　寧波菱鋼弾簧有限公司（中国）で自
動車用のスタビライザを生産開始

三菱製鋼技報の復刊
　技術開発センターの設立を契機として、2000年から休刊していました「三菱製鋼
技報」を本年３月に復刊いたしました。研究開発の成果を広く情報発信し、社内外の
技術開発に貢献してまいります。

試験研究設備の導入
　技術開発センターに各種試験研究設備の導入を進めております。
2016 年度は不足する設備の増強、老朽設備の更新が主体でした。今
後、将来を見据えた戦略的な設備を導入し、新しい研究にチャレン
ジしてまいります。

　当社グループの三菱長崎機工㈱は、国内
外に100台以上のリングミル設備を納入
している世界有数のリングミルメーカー
です。
　現在、社内実証機を活用し、リングを意
図した形状に圧延するなどの技術の向上
に取り組んでいます。海外の顧客からの
ニーズにも応えるため、蓄積された成形
データとシミュレーション結果を基に、よ
り活発な営業を行っています。
　また、今年９月にオーストリアで開催さ
れる国際鍛造学会で、論文を発表する予定
です。

高温観察用レーザー顕微鏡

三菱製鋼技報復刊

技術開発センター

リングミル社内実証機による様々な開発・技術向上を推進

テーパ

アイドラーリム

フランジ

極低品

リングローリングミル

加熱炉 ハンドリングマニプレータ

2017 IFM
（国際鍛造学会）
で論文発表予定

形状品リング圧延技術向上

非接触式計測システムのイメージ

各種リングミル・油圧プレスの開発

ハンドリングマニプレータの開発

非接触式計測システムの開発
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（単位:百万円）

科　　目
前　期 当　期

平成27年４月１日〜
平成28年３月31日

平成28年４月１日〜
平成29年３月31日

営業活動による
キャッシュ・フロー 3,466 5,377

投資活動による
キャッシュ・フロー △2,553 △3,376

財務活動による
キャッシュ・フロー 6,345 6,855

現金及び現金同等物に
係る換算差額 △445 △242

現金及び現金同等物の
増減額 6,812 8,613

現金及び現金同等物の
期首残高 22,953 29,766

連結の範囲の変更に伴う
現金及び現金同等物の増減額 — 300

現金及び現金同等物の
期末残高 29,766 38,680

（単位:百万円）

科　　目
前　期 当　期

平成27年４月１日〜
平成28年３月31日

平成28年４月１日〜
平成29年３月31日

売上高 106,539 103,742

営業利益 4,286 3,861

経常利益 3,286 3,214

税金等調整前当期
純利益 2,769 5,370

当期純利益 2,674 3,807

親会社株主に帰属する
当期純利益 2,486 3,504

（注）1株当たりの当期純利益　22円 78銭

連結損益計算書の要旨 連結キャッシュ・フロー計算書の要旨

（単位:百万円）

科　　目 前　期 当　期 科　　目 前　期 当　期
（平成28年３月31日） （平成29年３月31日） （平成28年３月31日） （平成29年３月31日）

（資産の部）

流動資産

固定資産

　有形固定資産

　無形固定資産

　投資その他の資産

71,372

51,092

24,961

1,957

24,173

83,584

51,519

26,786

1,973

22,759

（負債の部）

流動負債 31,174 32,674

固定負債 26,893 35,356

負債合計 58,067 68,030

（純資産の部）

純資産合計 64,397 67,073

資産合計 122,464 135,104 負債純資産合計 122,464 135,104

連結貸借対照表の要旨

連結財務諸表
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当社グループの概況（平成29年６月23日現在）
本 社 東京都中央区晴海三丁目2番22号
設 立 昭和24年12月
資 本 金 99億2千4百万円
研 究 所 技術開発センター、技術開発センター室蘭分室
事 業 所 千葉製作所、広田製作所
支 社 中部（名古屋）、西日本（大阪）
営 業 所 福岡、広島

アフターパーツ補給サービスセンター全国16ヵ所
海外事務所 デュッセルドルフ（ドイツ）
子 会 社 国内

  三菱製鋼室蘭特殊鋼株式会社
  三菱長崎機工株式会社
  丸中産業株式会社
  菱鋼運輸株式会社
海外
  PT. MSM INDONESIA
  MSSC CANADA INC.
  MSSC US INC.
  MSSC MFG MEXICANA, S.A. DE C.V.
  寧波菱鋼弾簧有限公司
  MSM SPRING INDIA PVT. LTD.
  MSM CEBU, INC.
  MSM（THAILAND）CO.,LTD.

当社の所有者別株式数（平成29年3月31日現在）

株主メモ

合計
156,556千株

所有者 株数(千株) 構成比(%)
■ 金融機関 44,003 28.6
■ 金融商品取引業者 2,526 1.6
■ 事業法人・その他法人 32,536 21.1
■ 外国法人等 35,756 23.2
■ 個人・その他 39,034 25.4

(注) 構成比は、自己株式2,699千株を控除して計算しております。

H28年度
中間

H27年度
期末

H27年度
中間

金融機関

金融商品
取引業者
事業法人・
その他法人

外国法人等

個人・
その他

H28年度
期末

当社の役員（平成29年６月23日現在）
＊取締役社長（代表取締役） 佐　藤 基　行
＊常務取締役（代表取締役） 永　田 裕　之
　取 締 役 髙　島 正　之
　取 締 役 菱　川 　　明
　取 締 役 関　根 博　士
　取 締 役 天　野 　　裕
　取 締 役 高　山 　　淳
　取 締 役 飯　塚 康　彦
　取 締 役 山　尾 　　明
　常 勤 監 査 役 坂　本 泰　邦
　常 勤 監 査 役 早　坂 善　広
　監 査 役 関　根 修一郎
　監 査 役 中　川 徹　也

（ご注意）
1． 株主様の住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、原

則、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。
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。

2． 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行
が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀
行)にお問合せください。

　  なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
3． 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

（注） 本書の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。 
また、比率は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。

事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日まで
定 時 株 主 総 会 6月
同総会権利行使 3月31日株 主 確 定 日
期末配当の基準日 3月31日
中間配当の基準日 9月30日
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社特別口座の口座管理機関
同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

〒137-8081
東京都江東区東砂7丁目10番11号
℡0120-232-711（通話料無料）（平日9:00-17:00）

公 告 の 方 法 電子公告により行います。
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
公告による公告をすることができない場合は、日本
経済新聞に掲載して行います。
公告掲載URL http://www.mitsubishisteel.co.jp/

（注）1. ＊印は代表取締役であります。
 2.   髙島正之、菱川　明、坂本泰邦、関根修一郎、中川徹也の５氏は

会社法に定める社外役員であり、独立役員として株式会社東京証
券取引所に届け出ております。

会社概要
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http://www.mitsubishisteel.co.jp

株式に関する『マイナンバー制度』のご案内株式に関する『マイナンバー制度』のご案内
マイナンバー制度（＊）とは、国民一人ひとりにマイナンバーを配布し、その番号によって複数の行政機関に存在
する個人の情報を正確に連携させるための新しい社会基盤です。

（＊）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成 25 年 5 月 31 日法律第 27 号）

制度実施
の流れ

マイナンバーの
通知開始

マイナンバーの
利用開始

お住まいの市区町村から
住民票の住所へ通知

税務署に提出する確定
申告書、届出書、法定

調書などに記載

2015 年 10 月～ 2016 年 1 月～ 2017 年 1 月～ 2017 年 7 月～

国の行政機関の
間で情報連携を

開始

地方公共団体等も
含めた情報連携を

開始（予定）

マイナンバーの保護措置・利用範囲・ご提供について
● マイナンバーの取り扱いには、法律により厳格な保護措置が設けられています。
● マイナンバーの利用範囲は、社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されています。
● マイナンバーは、社会保障や税に関する事務に限定して、ご提供をお願いする事ができます。

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続きで必要となります。このため、株主さまから、お取引の証券
会社等へマイナンバーをお届出いただく必要がございます。

株式関係業務におけるマイナンバーの利用
マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先法令に定められたとおり、支払調書には株主さまの

マイナンバーを記載し、税務署へ提出いたします。
＊ 配当金に関する支払調書
＊ 単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に
　関する支払調書

主な支払調書

● 証券口座にて株式を管理されている株主さま
お取引の証券会社までお問い合わせください。

● 証券会社とのお取引がない株主さま
下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
三菱 UFJ 信託銀行 証券代行部 フリーダイヤル 0120-232-711

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


