
企業理念
私たちは誠実をモットーに、新しい価値の創造を通じて、
豊かな社会づくりと、みんなの幸せをめざします。

　株主の皆さまには、ますますご清栄のこととお喜び申
し上げます。平素は格別のご支援とご高配を賜り有難く
厚くお礼申し上げます。
　さて、当社はこのたび、半年に一度お届けしておりま
した冊子型の「報告書」に加え、情報発信の充実の観点
から、四半期の業績についても、このようなハガキにて
ご報告をさせていただくことといたしました。
　当社グループを取り巻く経営環境は非常に厳しい状況
にございますが、新規マーケットや新規商材の開拓によ
るメーカー商社としての基盤の一層の強化、海外拠点の
拡充を図ることによる海外ビジネスの拡大、グローバル
展開のために必要な人材の育成・確保などを重点課題と
して取組み、体質強化を図ってまいります。
　また、株主の皆さまへ
の情報発信につきまして
も、より一層充実させて
いきたいと考えておりま
すので、何とぞ今後とも
変わらぬご支援、ご鞭撻
を賜りますようお願い申
し上げます。

平成21年9月

株主の皆さまへ

代表取締役社長

森脇 亞人
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【社名】

Shinsho Europe GmbH　神商ヨーロッパ
【会社概要】
設立：2009年1月
住所： Berliner Allee 55, 40212 Düsseldorf, Germany
TEL：（+49）211 4181 960

ドイツドイツ
デュッセルドルフデュッセルドルフ

海 外
展 開
特 集

【会社紹介】
　神鋼商事で最も新しい現地法人として今年
1月に設立いたしました。
　約3年に亘るハンガリー事務所でのマーケ
ティング活動の結果、さらなるビジネスの拡
大を図るために、ドイツのデュッセルドルフ
にて現地法人としてスタートいたしました。
　7月から駐在員3名を含む4名体制となり、
非鉄金属製品から機械・情報製品、鉄鋼製品
へと営業メニューを拡大しています。
　神戸製鋼グループはオランダ、イタリア等
において事業展開しており、当神商ヨーロッ
パが神戸製鋼グループのヨーロッパ展開に役
立てるように、活動してまいります。



未利用蒸気エネルギーのさらなる有効活用へ。
神戸製鋼がこれまで培ってきたスクリュコンプレッサの技術とインバータ制御技術を結
集し、世界最高水準の発電効率を備えたスクリュ式小型蒸気発電機がさらに進化。
最大160kWの高効率発電を可能にしたSTEAM STAR
「MSEG 160L」が新登場。
未利用蒸気エネルギーの一層の有効活用に貢献します。

連続受賞！
2009年
日経BP 技術大賞受賞
2008年
日本機械学会賞（技術部門）受賞
2008年
エコプロダクツ大賞 優秀賞受賞
2008年
優秀省エネルギー機器表彰
資源エネルギー庁長官賞受賞
2008年
日本産業技術大賞 内閣総理大臣賞受賞

のCO2削減効果

スクリュロータ

スクリュ式小型蒸気発電機

A重油換算の場合 A重油ドラム缶 200L/缶
約920本燃焼時 のCO2発生量に相当！

発電出力：160kW　年間稼働時間：8,000時間/年（大気放出の場合）
CO2排出係数： 電　力=0.391（kg-CO2/kWh）

A重油=2.71　 （kg-CO2/L） （環境省JVETSの系統電力デフォルト値）

従来機比発電量20％アップ！

開く



事業のセグメント別売上高情報
セグメント別の状況は以下のとおりです。
詳細につきましては、当社ホームページ「IR情報」に掲載しております
平成22年3月期第1四半期決算短信をご覧ください。

平成22年3月期第1四半期（連結）の概況

経営成績
経営成績の状況は以下のとおりです。
詳細につきましては、当社ホームページ「IR情報」に掲載しております
平成22年3月期第1四半期決算短信をご覧ください。

売上高

（前年同期比 △36.7％）
160,898百万円

営業利益

（前年同期比 △57.8％）
1,039百万円

経常利益

（前年同期比 △64.8％）
786百万円

四半期純利益

（前年同期比 △67.2％）
455百万円

鉄鋼セグメント

（前年同期比 △38.2％）
48,927百万円

非鉄金属セグメント

（前年同期比 △54.0％）
26,955百万円

溶材セグメント

（前年同期比 △25.8％）
10,125百万円

鉄鋼原料セグメント

（前年同期比 △22.3％）
64,591百万円

機械・情報セグメント

（前年同期比 △48.1％）
10,144百万円

ホームページアドレス　http://www.shinsho.co.jp



平成22年3月期の連結業績予想

売 上 高 690,000百万円 △33.3％

営 業 利 益 4,600百万円 △45.1％

経 常 利 益 3,000百万円 △56.4％

当 期 純 利 益 1,500百万円 △44.6％

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 16円　94銭

配当状況

1株当たり配当金（円）
（うち記念配当）

配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産
配当率
（年間）

中間期末 期末 年間 （百万円） （％） （％）

平成22年3月期 未定 未定 未定 － － －

平成21年3月期 4.00 2.00 6.00 531 19.6 2.7

平成20年3月期 3.50 3.50 7.00 620 13.1 3.3

平成19年3月期 － 7.00
（1.00）

7.00
（1.00） 620 17.0 3.9

平成21年4月1日～平成22年3月31日
（％表示は対前期比）

上記の連結業績予想は平成21年4月28日発表の予想数値です。
実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

※ 平成22年3月期の配当につきましては、当社の財政状態、業績の動向、先行き
の資金需要等を踏まえて判断することとしております。現時点においてはこれ
らの要素に不透明な部分が多いことから配当予想額を開示することができませ
んが、開示が可能になった時点で、速やかに開示いたします。




