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　株主の皆様には、平素よりご高配を賜り厚く御礼
申しあげます。
　さて、当社の第113期（平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで）についての事業の概況並
びに決算状況をここにご報告申しあげます。
　当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大
震災の影響を大きく受けたものの、その後サプライ
チェーンやインフラの整備・復旧を背景に緩やかな
景気持ち直しの動きが見られました。しかしながら、
欧州債務危機に伴う円高や、中東の政情不安による
原油高騰などの影響もあり、依然として先行き不透
明な状況が続いております。
　当社グループを取り巻く事業環境につきましては、
夏場の電力供給の制約に続き、損益に大きな影響を
及ぼすLME（ロンドン金属取引所）相場が9月以降
の欧州債務危機を契機に急落し、さらには史上最高
値水準の円高も加わり極めて厳しい状況が続きまし
た。
　当社グループにおきましても、震災の被害により
亜鉛系2工場（安中製錬所並びに小名浜製錬所）の
操業停止を余儀なくされましたが、これらの早期復
旧に向け全社一丸となって取り組んだ結果、被害の
大きかった小名浜製錬所も6月には操業を再開する
ことができました。
　また、さらなる生産性の向上と効率化を図るため、
かねてより安中製錬所に建設中でありました最新鋭
の電解工場が完成し、昨年9月から本格的な操業を

開始しました。加えて、当社グループは、中長期的
な原料鉱石の安定確保を盤石なものにするため完全
子会社化したCBH Resources Ltd.（豪州の鉱山
会社、以下「CBH社」という。）が保有するラスプ
鉱山の開発プロジェクトを、全力を挙げて推進して
おります。本プロジェクトは順調に進捗しており、
本年4月下旬に粗鉱処理プラント等の地上設備が完
成し、精鉱生産の試験操業中であります。なお、本
格操業への移行を本年7月から８月までの間に計画
しております。
　中期3ヵ年経営計画の最終年度である当期の業績
につきましては、震災等の影響により亜鉛製品及び
環境リサイクル製品の販売が大きく落ち込んだもの
の、銀相場が高値圏で推移したことに伴う銀製品の
増収と、前下半期から完全子会社化したCBH社の
業績が当期から期中1年間を通じて反映されるよう
になったことなどもあり、売上高は下表のとおり前
期に比べ微増となりました。
　一方、損益面につきましては、亜鉛製品及び環境
リサイクル製品の減産・減販、円高進行とLME相
場の下落により営業利益、経常利益とも前期に比べ
大幅な減益となりました。なお、当期純利益につき
ましては、前期計上したCBH社の完全子会社化に
伴う特別利益（同社株式の「段階取得に係る差益」
及び同社転換社債の早期償還による「投資有価証券
償還益」）の剥落に加え、震災に伴う特別損失の計
上や法人税法の改正による繰延税金資産の取崩しが

あったため、さらに大幅な減益となりました。
　当期の期末配当は、業績、当社グループを取り巻
く経営環境、将来の事業展開に備えた内部留保、安
定配当の維持等を総合的に勘案いたしまして、前期
と同額の1株につき7円とさせていただきました。
　さて、今後の事業環境の見通しにつきましては、
史上最高値水準からは脱したものの依然として続く
円高基調、欧州債務危機の再燃及び新興国成長率鈍
化に起因するLME相場の下落懸念などの外部不透
明要因のほか、国内問題として原発事故後の電力代
の値上がり、産業空洞化の進展による需要の減退も
不安定材料として挙げられます。
　このような不透明な事業環境のなか、当社グルー
プは平成24年度を初年度とする第9次中期3ヵ年
経営計画「東邦新生プランⅤ」をスタートさせてお
ります。この「東邦新生プランⅤ」は、前中期３ヵ
年経営計画期間中に完遂した厳しい国際競争に打ち
克つための経営基盤強化策である「原料鉱石の長期
安定確保を図るため有望鉱山を保有するCBH社を
完全子会社化すること」並びに「さらなる生産性の
向上を追求し安中製錬所に最新鋭電解工場を建設す
ること」を基点に策定しております。すなわち、こ
の二つの強化策を足掛かりに今次中期経営計画のス
ローガンとして掲げた「新たな次元へ向けさらなる
飛躍を」を果たすべく、諸課題を着実に実行へ移し
て経営基盤をさらに強固なものとし、持続的な成
長・発展と企業価値の最大化を図ってまいります。
　その主な経営課題は、以下のとおりであります。

ⅰ　完全子会社化したCBH社を梃子(てこ)に、
インテグレーテッド・スメルター（鉱山開発か
ら地金生産までを担う一貫製錬メーカー）とし
ての強みを活かし、収益力の強化を図ってまい
ります。

ⅱ　製錬事業は、自らの事業採算改善のため、聖
域を設けることなく、あらゆる施策を遂行して
まいります。

ⅲ　電子部材、環境・リサイクル事業等は、新規
事業の拡大及び新製品の開発に注力してまいり

ます。
ⅳ　次世代への技術・ノウハウの継承は引き続き

実施するとともに、受け手たる次世代は、自覚
と責任をもって業務遂行にあたってまいります。

　当社グループは、こうした取り組みを鋭意遂行し
ていくなかで、経営の基本をなすコーポレート・ガ
バナンスの適正な運営に加え、経営の健全性を確保
すべくコンプライアンスのさらなる浸透と内部統制
システムの一層の整備・充実に努めてまいります。
　株主の皆様におかれましては、引き続き変わらぬ
ご理解とご支援を賜りますよう心からお願い申しあ
げます。

平成24年6月

（単位：百万円）

区　　　　分 第113期
平成24年3月期

第112期
平成23年3月期 増　　　減 増減率（％）

売 上 高 105,914 103,628 2,286 2

営 業 利 益 2,802 8,497 △ 5,694 △ 67

経 常 利 益 2,875 8,725 △ 5,849 △ 67

当 期 純 利 益 1,005 7,545 △ 6,540 △ 87 代表取締役社長
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⃝製錬事業部門
　当事業部門は、震災の被害並びにタイの洪水の影響によ
り、主要製品である亜鉛の販売が大きく落ち込みましたが、
鉛・銀の販売はおおむね堅調に推移しました。
　また、震災の被害により安中製錬所並びに小名浜製錬所
の生産活動が大きく損なわれましたが、早期の復旧に努め
るとともに、下半期に挽回し通期の亜鉛地金の生産量は前
期比7％の減産に留まりました。
　主な製品の概況は、以下のとおりです。

《亜鉛》
　LME相場は、期初（23年4月平均）2,372ドル／トン
でスタートしたものの9月に急落し、10月には一時1,800
ドル台を割り込む展開となりました。その後はやや回復基
調に転じましたが、期末（24年3月平均）で2,035ドル、
期中平均で2,101ドル（前期2,187ドル）と、前期の価
格を下回りました。
　国内価格は、LME相場の低迷に急激な円高が加わり期
中平均で212千円（前期232千円）と、前期の価格をさ
らに下回りました。
　国内販売につきましては、上半期において、仮設住宅の
建材用亜鉛メッキ鋼板向けが一時的に好調であったものの、
自動車生産台数の落ち込みと主要ユーザーの被災も加わり、
自動車用亜鉛メッキ鋼板及び伸銅・ダイカスト分野を中心
に大幅な販売減となりました。下半期に入り、自動車生産
台数の回復とともに販売も震災以前の水準近くまで回復し
ましたが、タイの洪水や円高の影響もあり、1月以降伸銅
や建材、家電用の鋼板分野で低迷が続きました。
　この結果、販売量は前期比21%の減少、また、売上高
は前期比28％の減収となりました。

《鉛》
　LME相場は、期初（23年4月平均）2,741ドル／トン
の高値でスタートしましたが、9月に急落し、10月には

一時1,800ドル台を割り込みました。11月以降は2,000
ドル前後で推移し、期末（24年3月平均）で2,061ドル、
期中平均で2,274ドル（前期2,244ドル）と、前期の価
格と同水準になりました。
　国内価格は、円高の影響により期中平均で231千円（前
期239千円）と、若干の下落になりました。
　国内販売につきましては、上半期の自動車生産台数の減
少により新車用鉛バッテリー向けの販売が低迷したものの、
厳冬で取替用鉛バッテリー向けの販売は増加し、加えて電
力供給不安に備える産業用バッテリー向けも好調に推移し
ました。
　この結果、販売量は前期並みとなりましたが、売上高は
円高の影響もあり前期比6％の減収となりました。

《銀》
　ロンドン銀相場は、期初（23年4月平均）42.0ドル／
トロイオンスと歴史的な高値でスタートし、期末（24年
3月平均）に入り33.0ドルまで下落したものの、期中平
均は35.4ドル（前期23.8ドル）と、高値で推移しました。
　国内価格は、期中平均で91,709円／キログラム（前期
66,387円）となりました。
　国内販売につきましては、銀相場の高騰を受け低銀化の
商品開発が進み、はんだ向けの販売が大幅に減少し、写真
感光材向けやその他の工業用の販売も減少しましたが、輸
出で国内販売の減少を補いました。
　この結果、販売量は前期並みとなりましたが、売上高は
銀相場が高値圏で推移したことにより前期比35％の大幅
な増収となりました。
　以上のほか、硫酸等その他の製品の売上高を合わせた当
事業部門の売上高は、761億37百万円と前期比32億16
百万円（4％）の増収となりました。一方、亜鉛製品の減
産・減販及び円高に加え、銀を除く国内金属価格の下落に
伴い在庫評価益の実現額が前期を下回ったため、営業利益

は10億59百万円と前期比46億61百万円（81％）の大
幅な減益となりました。
⃝資源事業部門
　CBH社を擁する当事業部門の業績は、上半期のエンデ
バー鉱山における小規模操業トラブルによる生産・出荷量
の減少に加え、豪ドル高と亜鉛・鉛のLME相場下落によ
り悪化しました。
　前述しましたとおり、売上高は、CBH社の完全子会社
化により当期から1年を通して計上されることになったた
め、61億38百万円と前期比24億29百万円（65％）の
大幅な増収となりました。
　しかしながら、営業利益は、鉱業権・のれん等の償却負
担に加え、CBH社の最終四半期に当たる10月から12月
にかけてのＬＭＥ相場の下落が大きく影響し、8億26
百万円の損失となりました。
⃝電子部材事業部門
　当事業部門は、欧州債務危機に起因する世界的な景気後
退に伴う受注減と円高により、厳しい事業環境となりまし
た。この状況を打開するべく、市場のニーズに合致し優位
性を持つ新製品の開発・拡販に全力を挙げてまいりました。

《電子部品》
　電子部品につきましては、円高による売上の減少に加え、
世界的な景気後退により主力のOA機器、産業機器向けな
どの分野で販売が落ち込みました。この結果、売上高は前
期比24％の減収となりました。
　なお、現在開発・拡販中の各種新製品（TC-i、HMコイ
ル、Cコイル）は、電源の高効率化を目的とした商品であ
り、省エネのニーズに合致した製品となっております。

《電解鉄》
　世界のトップシェアを誇る電解鉄（商品名：マイロン・
アトミロン）につきましては、鉄鋼研究分野向けの販売が
落ち込んだものの、海外の堅調な需要に支えられ、航空
機・車載向け特殊鋼用の販売が好調に推移しました。この
結果、売上高は前期並みとなりました。

《プレーティング》
　IT・デジタル機器などの接点に使用されるプレーティン
グ製品（金、銀、錫、ニッケル等のメッキ材）につきまし
ては、車載用の販売が好調であったものの、携帯電話や液
晶テレビなどの民生機器用の不振により、売上高は前期比
10％の減収となりました。

《機器部品》
　粉末冶金製品及びタイヤ用バランスウエイトは、震災の
影響により上半期の販売が減少したものの、その後の自動
車生産台数の回復により粉末冶金製品の販売が持ち直した
ことに加え、バランスウエイトも海外向けの販売が好調に
推移し、売上高は前期並みとなりました。
　以上の結果、当事業部門の売上高は、70億75百万円と
前期比10億54百万円（13％）の減収、また営業利益は

8億64百万円と前期比1億85百万円（18％）の減益とな
りました。
⃝環境・リサイクル事業部門
　当事業部門は、長年培った製錬技術を活かし、電炉ダス
トの再資源化を行う等、循環型社会の構築に貢献すべく積
極的な事業展開を図っております。

《酸化亜鉛》
　電炉ダストから製造する酸化亜鉛（商品名：銀嶺R）は、
小名浜製錬所が震災の被害により大幅な減産を余儀なくさ
れたことに加え、その後のタイの洪水により主な需要家で
あるタイヤメーカーへの販売が減少しました。この結果、
売上高は前期比48％の大幅な減収となりました。

《その他のリサイクル事業》
　廃硫酸やニカド電池の処理などその他のリサイクル事業
につきましては、小名浜製錬所が２ヵ月半ほど操業停止に
なったことや主要なリサイクル原料の供給元の被災で入荷
量が減少したことに加え、ニッケル相場の下落により前期
比24％の減収となりました。
　以上の結果、当事業部門の売上高は29億89百万円と前
期比18億59百万円（38％）の大幅な減収、また営業利
益は2億99百万円と前期比6億95百万円（70％）の大幅
な減益となりました。
⃝その他事業部門
　当事業部門は、防音建材事業、土木・建築・プラントエ
ンジニアリング事業及び運輸事業などで構成されています。

《防音建材（商品名：ソフトカーム）事業》
　防音建材事業は、主力の鉛防音建材や今後大手住宅メー
カー向けの拡販が期待される制振遮音材が建築需要の低迷
により厳しい状況であったものの、医療向けの鉛遮蔽板が
好調であり、原発向け鉛遮蔽材の特需も加わったため、売
上高は前期比8％の増収となりました。

《土木・建築・プラントエンジニアリング事業》
　民間設備投資や公共工事は依然として低迷しておりまし
たが、プラントエンジニアリングを中心に幅広い分野で受
注した国内外の大型案件の完工により、売上は引き続き堅
調に推移しました。

《運輸事業その他》
　運輸部門は、景気低迷に伴う運送貨物及びリサイクル原
料等の扱い量の減少などにより、前期比6％の減収となり
ました。
　また、商社部門におきましては、非鉄金属製品やリサイ
クル原料の販売の減少などにより、前期比13％の減収と
なりました。
　以上のほか、環境分析部門を合わせた当事業部門の売上
高は、135億73百万円と前期比4億45百万円（3％）の
減収となったものの、営業利益は14億92百万円と前期比
41百万円（3％）の増益となりました。

●当期（平成23年度）事業部門別売上高構成比（連結） 製錬
（亜鉛製品、鉛製品、電気
銀、硫酸）
資源
（非鉄金属資源）
電子部材
（電子部品、電解鉄、プレー
ティング製品、機器部品）
環境・リサイクル
（酸化亜鉛、廃棄物処理）
その他
（防音建材、土木・建築・プ
ラントエンジニアリング、商
社、運輸、環境分析）0% 20% 40% 60% 80% 100%

製　錬
71.9％

電子部材
6.7％

その他
12.8％

合計　1,059億14百万円

資源 5.8％ 環境・リサイクル 2.8％
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貸借対照表（連結）（平成24年3月31日現在） （単位：百万円）

科　　　　目 金　　額 科　　　　目 金　　額
〔資産の部〕 〔負債の部〕

流動資産 67,492 流動負債 43,987
固定資産 82,310 固定負債 44,934

有形固定資産 51,860 負債合計 88,921
無形固定資産 23,815 〔純資産の部〕
投資その他の資産 6,634 株主資本 52,287

資本金 14,630
資本剰余金 9,876
利益剰余金 27,803
自己株式 △ 23

その他の包括利益累計額 8,594
その他有価証券評価差額金 680
繰延ヘッジ損益 △ 237
土地再評価差額金 8,290
為替換算調整勘定 △ 139

純資産合計 60,882
資産合計 149,803 負債・純資産合計 149,803

損益計算書（連結）（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　　　　　目 金　　　　額
売上高 105,914
売上原価 95,428

売上総利益 10,486
販売費及び一般管理費 7,683

営業利益 2,802
営業外収益 724
営業外費用 652

経常利益 2,875
特別利益 1,195
特別損失 1,056

税金等調整前当期純利益 3,014
法人税、住民税及び事業税 795
法人税等調整額 1,214

少数株主損益調整前当期純利益 1,005
当期純利益 1,005

連結株主資本等変動計算書（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで） （単位：百万円）

株　主　資　本 その他の包括利益累計額
純 資 産
合 計資 本 金 資 本

剰 余 金
利 益
剰 余 金

自 己
株 式

株主資本
合 計

そ の 他 有
価 証 券 評
価 差 額 金

繰 延
ヘ ッ ジ
損 益

土 地
再 評 価
差 額 金

為替換算
調整勘定

そ の 他 の
包 括 利 益
累計額合計

当期首残高 14,630 9,876 27,748 △ 23 52,232 899 △ 2,371 7,572 1,763 7,864 60,096

当期変動額

剰余金の配当 △ 950 △ 950 △ 950

当期純利益 1,005 1,005 1,005

自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △ 219 2,133 718 △ 1,902 730 730

当期変動額合計 ― ― 54 △ 0 54 △ 219 2,133 718 △ 1,902 730 785

当期末残高 14,630 9,876 27,803 △ 23 52,287 680 △ 237 8,290 △ 139 8,594 60,882

連結キャッシュ・フロー計算書（要旨）
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　　　　　目 金　　　　　額

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 193 

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 11,039 

財務活動によるキャッシュ・フロー 15,225

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 180

現金及び現金同等物の増減額 3,810

現金及び現金同等物の期首残高 12,734

現金及び現金同等物の期末残高 16,545

（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。
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貸借対照表（個別）
（平成24年3月31日現在） （単位：百万円）

科　　　　目 金　　額
〔資産の部〕

流動資産 62,954
固定資産 74,049

有形固定資産 38,130
無形固定資産 103
投資その他の資産 35,816

資産合計 137,003 
〔負債の部〕

流動負債 38,559
固定負債 41,061

負債合計 79,621
〔純資産の部〕

株主資本 48,691
資本金 14,630
資本剰余金 9,876
利益剰余金 24,207
自己株式 △ 23

評価・換算差額等 8,690
その他有価証券評価差額金 637
繰延ヘッジ損益 △ 237
土地再評価差額金 8,290

純資産合計 57,382
負債・純資産合計 137,003

株主資本等変動計算書（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで） （単位：百万円）
株　主　資　本 評価・換算差額等

純資産
合 計資本金

資本剰余金 利益剰余金

自 己
株 式

株 主
資 本
合 計

その他
有価証
券評価
差額金

繰 延
ヘッジ
損 益

土 地
再評価
差額金

評 価・
換 算
差額等
合 計

資本準
備 金

その他
資 本
剰余金

資 本
剰余金
合 計

その他利益剰余金
利 益
剰余金
合 計

固定資産
圧 縮
積 立 金

繰 越
利 益
剰余金

当期首残高 14,630 6,950 2,926 9,876 29 23,702 23,731 △ 23 48,216 860 △ 2,371 7,572 6,061 54,277
当期変動額

剰余金の配当 △ 950 △ 950 △ 950 △ 950
固定資産圧縮積立金の取崩 △ 2 2 ― ― ―
実効税率変更に伴う
積立金の増加 1 △ 1 ― ― ―

当期純利益 1,426 1,426 1,426 1,426
自己株式の取得 △ 0 △ 0 △ 0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △ 222 2,133 718 2,629 2,629

当期変動額合計 ― ― ― ― △ 1 477 475 △ 0 475 △ 222 2,133 718 2,629 3,105
当期末残高 14,630 6,950 2,926 9,876 27 24,179 24,207 △ 23 48,691 637 △ 237 8,290 8,690 57,382

（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。

損益計算書（個別）
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで） （単位：百万円）

科　　　　目 金　　額

売上高 92,054

売上原価 84,844

売上総利益 7,210

販売費及び一般管理費 4,763

営業利益 2,446

営業外収益 1,372

営業外費用 554

経常利益 3,264

特別利益 3

特別損失 1,051

税引前当期純利益 2,217

法人税、住民税及び事業税 289

法人税等調整額 500

当期純利益 1,426

●売上高の推移 ●経常利益の推移（百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
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●1株当たり純資産の推移 ●自己資本当期純利益率（ROE）の推移（円）
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●当期純利益の推移 ●1株当たり当期純利益の推移（百万円） （円）
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●売上高の推移 ●経常利益の推移（百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度

●当期純利益の推移 ●1株当たり当期純利益の推移（百万円）
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●1株当たり純資産の推移 ●自己資本当期純利益率（ROE）の推移（円）
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⃝第９次中期３ヵ年経営計画「東邦新生プランⅤ」 
　スタート
　冒頭申しあげましたとおり、当社グループは、前
中期３ヵ年経営計画の成果を足掛かりに、「新たな
次元へ向けさらなる飛躍を」をスローガンに掲げ、
平成24年度を初年度とする第９次中期３ヵ年経営
計画「東邦新生プランⅤ」を策定しました。当社グ
ループを取り巻く事業環境は先行き不透明な状況が
続いておりますが、全社員一丸となってこの計画を
着実に遂行することにより、安定的な成長・収益を
実現し得る強固な企業基盤の構築に努めてまいりま
す。

5　目標とする連結経営指標
　①経常利益 最終年度には100億円超
　②利益剰余金 最終年度には400億円超
　③株主配当 10円配当
　④自己資本比率 50%以上
　⑤デット/エクイティ レシオ 0.7前後

《第９次中期３ヵ年経営計画の概要》
１　対象期間　平成24年４月～平成27年３月
２　スローガン　新たな次元へ向けさらなる飛躍を
３　主要課題
　①完全子会社化したCBH社を梃子（てこ）に、

インテグレーテッド・スメルター（鉱山開発か
ら地金生産までを担う一貫製錬メーカー）とし
ての強みを活かし、収益力の強化を図る。

　②製錬事業は、自らの事業採算改善のため、聖域
を設けることなく、あらゆる施策を遂行する。

　③電子部材、環境・リサイクル事業等は、新規事
業の拡大及び新製品の開発に注力する。

　④次世代への技術・ノウハウの継承は引き続き実
施するとともに、受け手たる次世代は、自覚と
責任をもって業務遂行にあたる。

4　連結収支計画

区　　　　分 平成24年度 平成25年度 平成26年度

売 上 高 116,000 129,000 139,000

営 業 利 益 4,700 9,500 12,700

経 常 利 益 4,700 9,500 12,700

当 期 純 利 益 3,000 6,800 9,500

（単位：百万円）
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■本　　社 東京都中央区日本橋本町一丁目6番1号
電話（03）3272-5611（代表）

■設　　立 昭和12年3月5日

■資 本 金 14,630,708,899円（平成24年3月31日現在）

■従業員数 656名（平成24年3月31日現在）

■事業内容 製錬事業、資源事業、電子部材事業、環境・リサイクル事業、防音建材事業

■主要製品
製錬事業部門

亜鉛、亜鉛合金、鉛、鉛合金、鉛カルシウムシート、
銀、カドミウム、ビスマス、新ハイアンチ合金、
硫酸、酸化カドミウム

環境・リサイクル事業部門
酸化亜鉛、硫酸銅、廃棄物処理、
リサイクル関連機器

防音建材事業部門
ソフトカーム（鉛遮音材）、制振遮音材、防音ドア、
音響測定、Ⅹ線防護材、Ⅹ線防護扉

資源事業部門
亜鉛鉱石、鉛鉱石

電子部材事業部門
タクロンコイル（SK・HK・FK・SMD）、
トランス、マイロン、アトミロン、プレーティング
製品、粉末冶金製品、バランスウエイト

■事 業 所 安中製錬所（群馬県）、契島製錬所（広島県）、小名浜製錬所（福島県）、藤岡事業所（群馬県）

■支　　店 大阪支店、名古屋支店

■重要な子会社の状況

会　　社　　名 資本金 当社の議決権比率（％） 主要な事業内容

㈱ティーディーイー 100百万円 100 土木・建築・プラントエンジ
ニアリング業

東邦トレード㈱ 100百万円 100 非鉄金属製品等の販売業
安中運輸㈱ 20百万円 100 運輸業
契島運輸㈱ 30百万円 100 運輸業
東邦キャリア㈱ 10百万円 100 運輸業
㈱中国環境分析センター 10百万円 100 環境分析業
CBH Resources Ltd. 182百万豪ドル 100 鉱山業

■取締役（執行役員兼務者を含む）及び監査役（平成24年6月28日現在）

代表取締役社長 手　島　達　也

取締役兼常務執行役員 鈴　木　茂　実　　総務本部長

取締役兼常務執行役員 服　部　富士雄　　亜鉛・鉛事業本部長兼資材統括部長兼資源事業部担当

取締役兼執行役員 野　口　　　純　　総務本部副本部長兼総務部長

取締役兼執行役員 今　井　　　力　　技術・開発本部長兼技術部長兼開発部長兼知的財産部長

常勤監査役 相　原　　　誠　　（社外監査役）

監　査　役 　出　光　一

監　査　役 多　田　　　稔　　（社外監査役）

■執行役員（平成24年6月28日現在）

常務執行役員 緒　方　盛　仁　　契島製錬所長

常務執行役員 沼　崎　孝　則　　安中製錬所長兼機器部品事業部長

執 行 役 員 秋　山　武　郎　　安中製錬所副所長

執 行 役 員 丹　　　良　文　　電子部品事業本部長兼電解鉄事業部長兼藤岡事業所長

執 行 役 員 乙　葉　敏　夫　　管理本部長兼財務部長

執 行 役 員 丸　崎　公　康　　亜鉛・鉛事業本部副本部長兼営業部長

執 行 役 員 山　岸　正　明　　管理本部副本部長兼経営企画部長兼システム統括部長兼経理部長

執 行 役 員 田　島　義　巳　　小名浜製錬所長兼環境・リサイクル事業部長

執 行 役 員 嶋　村　登志雄　　資源事業部長
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（注）持株比率は自己株式を控除して算出しております。

株式の状況（平成24年3月31日現在） 株式についてのご案内
■事 業 年 度  4月1日～翌年3月31日

■基　準　日 3月31日、その他必要により取締役会で決議した日

■配当金支払
　株主確定日 

3月31日及び中間配当を実施するときは9月30日

■定時株主総会 毎年6月

■公告掲載新聞 東京都において発行する日本経済新聞

■単元株式数 1,000株

■株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

（お問い合わせ先） 東京都江東区東砂七丁目10番11号（〒137-8081）
 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
 フリーダイヤル0120-232-711

（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い合わせく
ださい。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取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）にお問い合わせください。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。

■発行可能株式総数…………………264,000,000株
■発行済株式の総数…………………135,855,217株
■株 　 　 主 　 　 数…………………14,502名
■大 　 　 株 　 　 主

株　　　　　主　　　　　名 持株数（株） 持株比率（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 14,011,000 10.32
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 7,696,000 5.67
三菱商事株式会社 5,515,750 4.06 
三菱UFJ信託銀行株式会社 5,350,000 3.94 
資産管理サービス信託銀行株式会社（年金信託口） 2,991,000 2.20
JPモルガン証券株式会社 2,763,200 2.03
資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 2,423,000 1.78
中央三井信託銀行株式会社 2,174,000 1.60
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 2,030,000 1.49
株式会社扇谷 2,003,750 1.48

合　計
135,855,217株

金融機関
51,382,875株
37.8％

その他国内法人
14,685,355株
10.8％

外国法人等
19,831,831株

14.6％

個人その他
39,126,032株

28.8％
金融商品取引業者
10,829,124株
8.0％
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最低株価

平成23年
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平成24年
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（株価）円 （売買高）千株

⃝株式所有者別分布状況

⃝株価及び売買高の推移（東京証券取引所）

13 14


