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第94期
中間報告書



※�平成29年10月１日を効力発生日として、普通株式10株を１株とする
株式併合を実施しておりますが、中間配当は、株式併合前の株式数に
対してお支払いいたします。

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94期中間期の会社概況についてご報告申し上げます。

▪第94期中間期の業績について
　当第２四半期連結累計期間（平成29年４月～
平成29年９月）における当社グループを取りま
く経営環境は、建設機械業界において、国内は
排ガス規制前の駆け込み需要が続き、海外では
中国及び東南アジア圏の需要が好調に推移しま
した。自動車業界では、軽・小型車の販売が回
復したことに加えて、欧米を中心に輸出が堅調
に推移しました。
　このような状況下、当第２四半期連結累計期
間の売上高は、前年同期比96億１千２百万円
（19.9％）増収の579億１千８百万円となりまし
た。営業利益は、前年同期比２億８千２百万円
（20.0％）増益の16億９千６百万円となりました。
また、親会社株主に帰属する四半期純利益は、
８億１千１百万円となりました。
　中間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２円50銭※とさせていただきました。通期につき
ましては、連結売上高1,100億円、連結営業利�

益40億円、親会社株主に帰属する当期純利益
30億円を予想しております。
　昨年策定した「2016中期経営計画」は着実
に進展しております。実行基盤の強化では横串
機能として営業本部を設置し、総合力を生かし
た営業展開につなげています。グローバル展開
も材料一貫メーカーとしての強みを生かし現地
調達化ニーズへの対応を進めております。また、
積極的な設備投資と技術開発センターでの研究
開発を加速させ「2016中期経営計画」の達成
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11月

取締役社長

ご 挨 拶
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〉 連結売上高（単位：億円）
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特 殊 鋼 鋼 材 事 業 ば ね 事 業
売上高構成比

▪事業の状況について
　国内・輸出ともに需要が回復したことに加え原材
料価格上昇分に対する売価対応もあり、売上高は、
前年同期比74億２千３百万円（40.6％）増収の
257億１千３百万円となりました。営業利益は、売
価対応が原材料価格上昇によるコスト増の影響を補
いきれなかったものの、売上増により、前年同期比
６億６千５百万円（150.3％）増益の11億８百万円
となりました。

▪事業の状況について
　建設機械向け並びに自動車向け需要が回復した
ことと、海外子会社の為替影響により、売上高は、
前年同期比27億９千５百万円（13.1％）増収の
241億１千万円となりました。営業利益は、国内を
中心とした販売増により、前年同期比１億５千９百万
円（50.0％）増益の４億７千７百万円となりました。
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素 形 材 事 業 機 器 装 置 事 業
売上高構成比

▪事業の状況について
　特殊合金粉末の拡販等により、売上高は、前年同
期比１億６千４百万円（3.5％）増収の49億２千８百万
円となりました。営業利益は、合金サーチャージによ
る売価対応が原材料価格上昇によるコスト増の影響
を補いきれず、前年同期比１億７千５百万円（89.3％）
減益の２千１百万円となりました。�

▪事業の状況について
　電力機器等の売上減により、売上高は、前年同
期比９億１千４百万円（18.6％）減収の39億９千万
円となりました。営業利益は、売上げの減少により、
前年同期比２億９千５百万円（87.2％）減益の
４千３百万円となりました。
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MSSC US INC.
（米国）

MSSC MFG MEXICANA,
S.A. DE C.V.

（メキシコ）

MSSC CANADA INC.
（カナダ）三菱製鋼㈱

千葉製作所
（日本）

建設機械用
太巻ばね

自動車用
スタビライザ

寧波菱鋼弾簧有限公司
（中国）

MSM SPRING INDIA PVT. LTD.
（インド）

欧州への事業進出

平成 29年 8月～
太巻ばね生産開始

STUMPP SCHUELE & SOMAPPA AUTO
SUSPENSION SYSTEMS PVT. LTD.

（インド  ハリヤナ州  ソナ）
（インド  タミル・ナドゥ州  チェンナイ）

2016中期経営計画における
ばね事業のグローバル化

平成 29年 4月～
スタビライザ生産開始

平成 29年 4月～
スタビライザ生産開始

東南アジア
事業進出検討

トピックス
ばね事業のグローバルサプライヤー化

　当社子会社である、MSM�SPRING�INDIA�PVT.LTD.
の開所式が８月にインド・チェンナイで執り行われまし
た。同社は成長が見込まれるインドにおいて、建設機械
用太巻ばねの製造・販売を目的に、現地大手ばねメー
カーであるSTUMPP�SCHUELE�&�SOMAPPA�SPRINGS�
PVT.�LTD.との合弁会社として設立した子会社です。

　今後、日本で培った高い品質と北米、中国での実績、
ブランド力をもって、さらに材料一貫メーカーとしての
強みを生かし現地調達を進めることで、将来的にはイン
ド国内の鉄道メーカーへの販路開拓や欧州市場への輸出
も視野に入れてさらなる成長を目指してまいります。

MSM SPRING INDIA PVT.LTD. 開所式を実施

オープニングセレモニーで挨拶する佐藤社長 工場開所式の様子
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タービンホイール

ワックスモデル

タイ同様の精密鋳造ラインを千葉製作所にも導入
鋳型を焼成炉で焼成し、真空溶解炉で鋳込みを行う

真空溶解炉
焼成炉

ターボチャージャーカット図

千葉製作所に精密鋳造品試作ライン

本社移転と営業本部設置

エントランス 風通しのよいワンフロア

　素形材事業では、千葉製作所に平成30年秋完成
予定で精密鋳造品の試作ラインを導入します。海
外拠点の技術サポート及びグローバル開発拠点と
しての機能を持たせたマザー工場として積極的に
活用します。
　現在、当社の精密鋳造品はタイにある子会社の
MSM(THAILAND)CO.,LTD.にて生産しておりま
すが、新たに日本に中核となるマザー工場を置き、
研究開発、生産技術開発によるコストダウン、試
作の迅速化及びグローバル人材の育成を行ってま
いります。
　導入設備は、量産工場に対応できる技術開発が
行える精密鋳造ライン一式を計画しており、製造
能力はタービンホイールを60万個/年です。

　昭和58年から34年間、東京都中央区晴海に置いた本
社機能を本年10月１日に同中央区月島へ移転し業務を開
始しました。これを機に三菱長崎機工㈱東京支店も同じ
フロアに移転し、事業間のコミュニケーションが取りや
すい環境になりました。
　また、2016中期経営計画で掲げた実行基盤強化の一つ
として、本年6月から事業部より営業を独立させ、新たに

営業本部を新設いたしました。営業シナジーを高めるこ
とを目的に、各製品毎になっていた縦の営業組織に横串
を通し、お客様毎の組織に変更いたしました。
　三菱製鋼グループ一丸となって、2016中期経営計画
の達成に向けまい進してまいります。

新本社：東京都中央区月島四丁目16番13号Daiwa月島ビル
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トピックス
IFM（国際鍛造学会）2017で論文発表
　当社グループの三菱長崎機工㈱は、オーストリアで今年
９月に開催されたIFM（国際鍛造学会）2017で、二つの論
文を発表しました。
　一つはイメージングセンサを用いた非接触計測システム
開発の紹介です。�もう一つは、エンジンバルブ成形を目
的とした世界最新鋭の〔多機能〕油圧プレスの紹介を行いま
した。〔多機能〕油圧プレスは、自動車業界における近年の
エンジン高出力化や燃費向上という燃焼効率の改善に伴う
エンジンバルブの高精度化・高品質化ニーズに対応するた
めに開発した製品です。本設備導入後、従来機と比較して
品質、歩留り、作業性、金型寿命の改善効果が得られた実
例を交え、お客様と共同で発表しました。
　今後も、お客様のさまざまなニーズに対応した製品等の
開発及び改善を進めてまいります。

論文発表の様子

エンジンバルブ完成品

〔多機能〕油圧プレス
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株主様アンケート結果ご報告
　株主の皆様へ「第93期報告書」ご送付の際にご協力をお願いいたしましたアンケートにつきましては、
606名の株主様よりご回答をいただきました。ご協力ありがとうございました。ここにアンケートの集計結
果の一部についてご報告いたします。皆様からいただいた貴重なご意見は、今後のIR・SR活動に生かしてま
いります。

買い増し 11％

長期保有（5年以上）
55％

　中期保有
　（3年以上～
　5年未満） 16％

　短期保有
　（1年以上～
　3年未満）6％

　売却予定
　12％

満足  29％

　　やや満足
　　　62％

不満 1％やや不満 8％

株主の皆様からいただいたご意見・ご要望（一部抜粋）

　10年以上  43％

半年未満  2％ 半年～1年未満  4％
1～2年未満  7％

5～10年未満  23％

2～3年未満  8％

3～5年未満
　13％

当社株式保有期間 当社株式に対する今後の保有方針

「株主の皆様へ」の内容のわかりやすさ

　当社の経営理念・
　事業内容  8％

　株主還元  5％

　株価・
　テクニカル指標
　6％

　証券会社・情報誌等
　の推奨  5％

　知名度・ブランド  7％ その他  3％

　財務体質  4％

　将来性・成長性
　（値上がり益期待）
　33％

　安定性・配当利回り
　（配当期待）29％

当社株式を購入された際、重視されたこと

◦長期保有して良かったと思えるような成長を期待します。
◦�2016中期経営計画の現況で、重点施策の進捗状況を色分けと数値で表していて、他社の事業報告書にはない�
ユニークな特徴でした。
◦中期経営計画を確実に推し進め、さらなる技術開発を進めてほしい。
◦株価が上がるよう頑張ってください。
◦株主向け工場見学会を実施してください。
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連結損益計算書の要旨

（単位:百万円）

科　　目 前年度末 当第２四半期末 科　　目 前年度末 当第２四半期末
（平成29年３月31日） （平成29年９月30日） （平成29年３月31日） （平成29年９月30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

83,584

51,519

26,786

1,973

22,759

81,244

53,322

28,071

1,850

23,401

（負債の部）

流動負債 32,674 33,516

固定負債 35,356 34,351

負債合計 68,030 67,867

（純資産の部）

純資産合計 67,073 66,699

資産合計 135,104 134,567 負債純資産合計 135,104 134,567

連結貸借対照表の要旨

（単位:百万円）

科　　目
前第２四半期(累計) 当第２四半期(累計)
平成28年４月１日〜
平成28年９月30日

平成29年４月１日〜
平成29年９月30日

売上高 48,305 57,918

営業利益 1,413 1,696

経常利益 669 1,545

税金等調整前四半期
純利益 2,251 1,653

四半期純利益 1,454 880

親会社株主に帰属する
四半期純利益 1,357 811

連結キャッシュ・フロー計算書の要旨
（単位:百万円）

科　　目
前第２四半期(累計) 当第２四半期(累計)
平成28年４月１日〜
平成28年９月30日

平成29年４月１日〜
平成29年９月30日

営業活動による
キャッシュ・フロー 2,172 △1,853

投資活動による
キャッシュ・フロー △387 △2,659

財務活動による
キャッシュ・フロー 8,660 △2,431

現金及び現金同等物に
係る換算差額 △699 155

現金及び現金同等物の
増減額 9,746 △6,788

現金及び現金同等物の
期首残高 29,766 38,680

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 ー

現金及び現金同等物の
四半期末残高 39,812 31,891

連結財務諸表
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当社グループの概況（平成29年10月１日現在）
本 社 東京都中央区月島四丁目16番13号

※平成29年10月１日に上記住所に移転しました。
設 立 昭和24年12月
資 本 金 100億３百万円
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９月30日現在）

株主メモ

当社の役員（平成29年10月１日現在）
＊取 締 役 社 長 佐　藤 基　行
＊常 務 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。
4．�株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関の事務拠点の移転に伴い、平成29年8月
14日付にて上記のとおり変更しております。

（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。

（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。

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

東京都府中市日鋼町1-1
℡0120-232-711（通話料無料）（平日9:00-17:00）
郵送先　〒137-8081　新東京郵便局私書箱第29号
　　　　三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

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/

所有者 株数(千株) 構成比(%)
■ 金融機関 44,822 29.0
■ 金融商品取引業者 3,102 2.0
■ 事業法人・その他法人 32,218 20.9
■ 外国法人等 39,040 25.3
■ 個人・その他 35,214 22.8

合計
157,099千株

H28年度
期末

H28年度
中間

H27年度
期末

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

H29年度
中間

(注) 構成比は、自己株式2,701千株を控除して計算しております。
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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。

当社ホームページでは、詳細なIR情報や財務情報など、株主・投資家様向けの情報はもちろんのこと、
当社をより理解していただくためのさまざまな情報を掲載しております。
是非一度ご覧ください。

ＩＲ情報ホームページのご案内

http://www.mitsubishisteel.co.jp/ir/

http://www.mitsubishisteel.co.jp/

単元株式数の変更と株式併合について
　当社は、平成29年10月１日を効力発生日とし
て、単元株式数を1,000株から100株に変更し、ま
た売買単位当たりの価格水準を維持することを目的
として、株式併合（10株を１株に併合）を実施し
ました。
　今回の株式併合により株主の皆様のご所有株式数
は10分の１となりますが、株式併合によっては会
社の資産や資本は変わらないため、株式１株当たり
の資産価値は10倍になります。株式市況の動向等
の他の要因を別にすれば、理論上は、株主様ご所有
の株式の資産価値に変動はありません。

株式併合
10株を１株に併合

例) 効力発生前に1,000株をお持ちの株主様

例) 株式併合による効力発生日前後の株価

所有株式数

株価（理論値）

単元・議決権数

1,000株

290円 2,900円

１個
10月1日

より
100株
１個

1,000株から100株に変更
単元株式数の変更

効力発生日前 効力発生日後


