


第169回

2022年 6月22日

定時株主総会



● 報告事項ご報告

● 監査報告

● 決議事項上程

● ご審議

● 採決

本総会の議事



新型コロナウイルス感染防止のため、

皆様の滞在時間が長くならないよう、

議事の一部に関しましては、

説明を省略させていただきます。



株主の皆様からのご質問、動議、

そのほかご意見などは、

決議事項の上程が済みましたあと、

一括してお受けいたします。



株主の皆様との

貴重な対話の機会でございますが、

ご理解賜わりたく

よろしくお願い申しあげます。



本総会の公開性の観点から、

報道関係の皆様に対して、

本総会の議事を音声にて公開しております。

加えて、議事の記録のため、

本総会を録画しております。

ご理解を賜わりたいと存じます。



本総会の開催にあたりましては、

議場内の換気をはじめ、

新型コロナウイルス感染防止措置を

取っておりますが、

株主の皆様におかれましても、

ご理解とご協力のほど、

宜しくお願い申しあげます｡



ご出席の株主の皆様の人数、

議決権個数のご報告



第１６９期事業報告、

連結計算書類および計算書類

添付書類 ２９～６１ページに記載招集ご通知



当期における
事業の経過、その成果



国内経済

海外経済の回復に伴う

輸出の増加などを背景に、

持ち直しの動きが続く



海外経済

米国での個人消費や設備投資の増加、

欧州での個人消費の回復など、

持ち直しの動きが続く



海外経済

一方で、中国におけるインフラ投資の減退、

新型コロナウイルス感染症の再拡大などの

影響により、回復ペースは鈍化



当社を取り巻く事業環境は厳しい状況

原材料・エネルギーの
価格高騰が長期化

東南アジアでの
感染症拡大

世界的な
半導体不足

自動車減産の
影響拡大





連結売上高 （単位：億円）
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連結営業利益 （単位：億円）
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連結経常利益 （単位：億円）
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特別損益

投資有価証券売却損特別損失



親会社株主に帰属する当期純利益 （単位：億円）
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期末配当

継続的かつ安定的に実施していくことを
基本としつつ、財政状態、業績の動向、
先行きの資金需要などを
総合的に考慮して決定



招集通知記載事項

事業分野別の事業の経過、売上高、経常損益

「招集ご通知」 添付書類 ３０～３２ページに記載



招集通知記載事項

連結貸借対照表、連結損益計算書、
当社の貸借対照表、当社の損益計算書

「招集ご通知」 添付書類 ５７～６０ページに記載





当社グループの対処すべき課題

参考書類 ３３～３６ページに記載招集ご通知







グループ一丸となって取り組んでおり、
計画がスタートして１年だが着実に進捗している



参考書類 ３３ページに記載招集ご通知
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業績の上振れや設備投資支払の減少等により、
2年前倒しで目標達成



引き続き、
財務体質強化に継続して取り組んでいく



事業構造変革と
新たな収益獲得の機会として
積極的に取り組んでいく必要

当社グループを取り巻く事業環境認識２０２１～２０２３年度

グループ中期経営計画

参考書類 ３４ページに記載招集ご通知





2021年度

△84

（単位：億円）



2021年度

△84

メタルスプレッド
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（単位：億円）



2021年度

△84

メタルスプレッド
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2021年度

△84

＋65

数量・構成

メタルスプレッド
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早期黒字化に向け、不採算品種からの撤退や
要員削減などの対策を進めている



環境貢献メニューへの引き合いが、
増加傾向



この収益機会を、確実に捕捉していく



成長市場である環境貢献分野での
事業拡大に取り組む



早期に脱却を図り、
他のエリアでの収益化に取り組む

中国市場への依存度が高い
建設機械事業











（※1）削減目標の対象範囲の大半が製鉄プロセスでの削減。
2020年9月公表時から見直し（BAUベースから総量ベースへ変更した上で、当社独自ソリューションの活用拡大を加味）

（※2）当社グループ独自の技術・製品・サービスを通じて社会の様々な分野でCO2排出削減に貢献

（※3）2020年9月公表時の算定式を見直し

2030年目標 2050年ビジョン

生産プロセスにおける

CO2削減
30～40%
（2013年度比）

（※1）

カーボンニュートラルへ

挑戦し、達成を目指す

技術・製品・サービスによる

CO2排出削減貢献
（※2）

6,100万t
（うちMIDREX®4,500万t以上（※3））

1億t以上



低CO2鋼材のお客様ニーズ拡大 脱炭素鋼材ニーズ拡大

CCUS/安価・大量なゼロエミ水素技術の確立・商用化

開発・実証・実用化

当社主体の活動

複線
アプローチ

CO2削減2030年目標 CO2削減2050年ビジョン

高炉での
CO2削減

省エネ技術の追求、スクラップ活用拡大

30～40%削減
(2013年比）

カーボンニュートラル
への挑戦

低CO2高炉鋼材商品化、普及に向けた技術改良

大型電炉
での高級鋼

製造

MIDREX NGTMプロセス活用、MIDREX H2 
TM

(天然ガスベース直接還元) (100%水素直接
還元)

COURSE50、SuperCOURSE50

CCUS/水素技術の実用化

大型電炉における高級鋼製造

実用化

政策・外部環境の変化

社会的な技術革新

2030 2050

HBI装入技術・AI操炉技術
実用化実証完了

2020

ベース技術
(高炉・電炉共通)

MIDREX🄬🄬

プロセスによる
鉄源の活用

CO2削減
△約20%を
実証済み







既に実証された技術であって、
2030年の削減目標を達成するための鍵となる





















それぞれの強みや当社グループならではの
総合力を活かしたソリューション



中小規模の事業者様にとっても導入のカギとなる
「安定かつ安価な水素づくり」として提供



高砂製作所で
実証実験の準備を進める









経営体制の見直しを2021年４月から実施
この体制のもと、実効性の向上に取り組む







企業活動の「質」の向上に引き続き取り組む





当社グループは、

この企業理念に基づき、



サステナビリティ経営を

推進することにより、



ステークホルダーの皆様にとって

かけがえのない存在で

ありつづけるとともに、



企業価値の向上を

目指してまいります。



株主の皆様におかれましては、

引き続きご指導とご鞭撻を

賜わりますとともに、



当社グループを

ご支援いただきたく、

何卒宜しくお願い申しあげます。





第１６９期監査報告、

連結計算書類監査結果報告

添付書類 ６３～６８ページに記載招集ご通知





議案の上程

参考書類 ５～２８ページに記載招集ご通知



第１号議案

定款一部変更の件

添付書類 ５～６ページに記載



会社法の一部を改正する法律が施行

株主総会資料の電子提供制度が導入される



監査等委員である取締役を除く
取締役の員数を11名から３名減員し、
８名とした





本定時株主総会にて本議案が承認された時をもって、
効力を生ずるもの



第２号議案

取締役 ８名選任の件
（監査等委員である取締役を除く）

添付書類 ７～１３ページに記載



や ま ぐ ち み つ ぐ な が ら は じ め

こ し い し ふ さ き

し ば た こ う い ち ろ う

か つ か わ よ し ひ こ き た が わ し ん す け

ば ん ば ひ ろ ゆ き

い と う ゆ み こ



第３号議案

監査等委員である

取締役５名選任の件

添付書類 １４～１８ページに記載



い し か わ ひ ろ し

や す しつ し ま

く に おみ う ら

こ う の ま さ あ き

せ き ぐ ち の ぶ こ



第４号議案

補欠の監査等委員である

取締役1名選任の件

添付書類 ２１ページに記載



し お じ ひ ろ う み



第５号議案

取締役に対する報酬額改定の件
（監査等委員である取締役を除く）

添付書類 ２６ページに記載





第６号議案

取締役に対する

株式報酬等の額及び内容決定の件

添付書類 ２７～２８ページに記載







会場の５箇所に

マイクを用意しております。

こちらから指名いたしますので、

挙手をお願いいたします。



指名された株主様は、

お近くのマイクで、ご発言ください。

ご発言の際は、マスクを着用のまま

ご発言ください。



ご発言の際には、

受付票の番号、お名前を

お知らせください。



ご質問につきましては、

広くご発言をいただけるよう、

お１人様、１回につき、１問で

お願いいたします。



ご質問は、

要点を簡潔にまとめて、

ご発言ください。



ご発言がお済みになりましたら、

お席にお戻りください。

ご発言終了後、

係員がマイクを消毒いたします。



なお、同じ内容の

ご趣旨の質問と判断される場合、

回答を割愛させていただく場合が

ございます。



株主の皆様との

貴重な対話の機会でございますが、

新型コロナウイルス感染防止のため、

スムーズな運営に

何卒ご理解とご協力をお願い申しあげます。



●マスクを着用のままご発言ください

●受付票の番号、お名前をお知らせください

●お１人様、１回につき、１問でお願いいたします
要点を簡潔にまとめてご発言ください

●ご発言がお済みになりましたら、お席にお戻りください

●同じ内容のご趣旨の質問と判断される場合、
回答を割愛させていただく場合がございます





議案の採決



議案の採決

第１号議案

定款一部変更の件

第２号議案

取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く）

第３号議案

監査等委員である取締役５名選任の件



議案の採決

第１号議案

定款一部変更の件

第２号議案

取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く）

第３号議案

監査等委員である取締役５名選任の件



議案の採決

第１号議案

定款一部変更の件

第２号議案

取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く）

第３号議案

監査等委員である取締役５名選任の件



議案の採決

第２号議案

取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く）

第１号議案

定款一部変更の件

第３号議案

監査等委員である取締役５名選任の件



議案の採決

第３号議案

監査等委員である取締役５名選任の件

第１号議案

定款一部変更の件

第２号議案

取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く）



議案の採決

第３号議案

監査等委員である取締役５名選任の件

第１号議案

定款一部変更の件

第２号議案

取締役８名選任の件 （監査等委員である取締役を除く）



議案の採決

第４号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第５号議案

取締役に対する報酬額改定の件 （監査等委員である取締役を除く）

第６号議案

取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件



議案の採決

第４号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第５号議案

取締役に対する報酬額改定の件 （監査等委員である取締役を除く）

第６号議案

取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件



議案の採決

第４号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第５号議案

取締役に対する報酬額改定の件 （監査等委員である取締役を除く）

第６号議案

取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件



議案の採決

第５号議案

取締役に対する報酬額改定の件 （監査等委員である取締役を除く）

第４号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第６号議案

取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件



議案の採決

第６号議案

取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

第４号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第５号議案

取締役に対する報酬額改定の件 （監査等委員である取締役を除く）



議案の採決

第６号議案

取締役に対する株式報酬等の額及び内容決定の件

第４号議案

補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第５号議案

取締役に対する報酬額改定の件 （監査等委員である取締役を除く）





皆様のご協力に対しまして、

厚く御礼申しあげます。



取締役のご紹介



こ し い し ふ さ き



し ば た こ う い ち ろ う



か つ か わ よ し ひ こ



な が ら は じ め



ば ん ば ひ ろ ゆ き



い と う ゆ み こ



き た が わ し ん す け



い し か わ ひ ろ し



や す しつ し ま



こ う の ま さ あ き



く に おみ う ら



せ き ぐ ち の ぶ こ



や ま ぐ ち み つ ぐ



役員一同、

株主の皆様のご期待に沿えるよう、

企業価値の向上に向けて、



中期経営計画で掲げた

「安定収益基盤の確立」と

「カーボンニュートラルへの挑戦」

の２つの最重要課題に



当社グループ一丸となって

全力で取り組んでまいりますので、

今後とも宜しくお願い申しあげます。



本日は、誠にありがとうございました。





本日は、誠にありがとうございました。

受付票は、受付に設置しております、

回収ボックスにお返しください。
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