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     鄭 俊陽（チョン・ジュンヤン）

（コード番号 5412 東証第一部）       
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第 45期定時株主総会招集通知について

以下は、2013 年 3 月 12 日付で当社の株主様宛に送付致しました株主総会招集通知の写しです。

記

第 45 期定時株主総会招集通知書

2013 年 3月

株式會社ポスコ

  本資料に含まれる情報は、株主総会において議決権を行使する際のご参考としていただくための

ものです。

株式会社証券保管振替機構からのお願い

日本における外国証券振替決済制度においては、株主の権利は、当該基準日により確定された

同制度に基づく実質株主の指示により、当社が行使しますので、同封の議決権代理行使指図書に賛

否等を表示して、株主印ご捺印の上、折返しご送付くださいますようお願い申し上げます。
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平成25年３月12日

株 主 各 位

慶尚北道浦項市南区槐東洞１番地

株式會社ポスコ

最高経営責任者兼代表理事

鄭 俊 陽（Chung, Joon-Yang）

第45期定時株主総会招集通知書

ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社定款第20条に基づき、第45期定時株主総会の開催を下記の通りお知らせ致します

ので、ご出席賜りたくご案内申し上げます。

― 記 ―

１．日時：2013年３月22日（金）午前9:00

２．場所：ポスコセンター

    （大韓民国ソウル市江南区大峙4洞892番地）

３．議案

第１号議案：第45期財務書類承認の件

第２号議案：理事選任の件

  ２－１：社外理事の選任

  ２－２：監査委員会委員の選任

  ２－３：社内理事の選任

第３号議案：理事報酬限度額承認の件

※上記議案に対応する詳細情報は、後に添付しております。
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４．議決権行使方法

イ．本人又は代理人を通じた株主総会出席

－本人直接行使：株主総会参加状、身分証明書(外国人の場合、投資登録証)持参

－代 理 行 使：株主総会参加状、委任状（株主と代理人の人的事項記載、印鑑捺

印）、代理人の身分証明書持参

ロ．書面による議決権の行使

－書面により議決権を行使される株主様は、同封した議決権代理行使指図書に議

案別に賛否をご記入、印鑑捺印の上、同指図書の注意事項に従い郵送して下さ

い。
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決議事項

■ 第１号議案：第45期(2012年１月１日～2012年12月31日)：財務書類承認の件

韓国商法第449条及び当社定款第53条に基づいて、後に添付した第45期の財務書類の承

認が要求されている。

※第45期財務書類：

- 連結財務書類：貸借対照表（財務状態表）、（包括）損益計算書、資本変動表、キ

ャッシュ・フロー計算書及び注記

- 個別財務書類：貸借対照表（財務状態表）、（包括）損益計算書、資本変動表、キ

ャッシュ・フロー計算書、利益剰余金処分計算書及び注記

※ 財務書類に対する注記の全文（英文）については、東京証券取引所ウェブサイト

「適時開示情報閲覧サービス」において開示された英文の財務書類の注記を参照のこ

と。
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連結財務状態表

第45期：2012年12月31日現在

第44期：2011年12月31日現在

（単位：百万ウォン）

科目 注記 第45期 第44期

資   産

現金及び現金性資産 5,20 4,680,526 4,598,682

売上債権（純額）
6,15,20,24,

25,34
11,037,973 11,450,515

その他未収金 7,20,34 1,591,439 1,433,508

その他短期金融資産 7,20,34 2,254,994 2,222,762

棚卸資産 8 10,584,646 12,283,644

当期法人税資産 32 17,168 18,621

売却予定資産 9 1,190 329,037

その他流動資産 14 1,398,180 1,220,142

流動資産合計 31,566,116 33,556,911

長期売上債権（純額） 6,20 142,204 183,061

その他未収金 7,20 699,024 347,401

その他長期金融資産 7,20 3,970,845 4,778,271

関係企業投資 10 3,039,261 3,831,659

投資不動産（純額） 11 521,191 527,533

有形資産（純額） 12 32,276,379 28,453,184

無形資産（純額） 13 5,662,361 5,244,928

繰延税金資産 32 994,684 855,603

その他非流動資産 14 393,786 630,287

非流動資産合計 47,699,735 44,851,927

資 産 合 計 79,265,851 78,408,838
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（単位：百万ウォン）

科目 注記 第45期 第44期

負   債

仕入債務 20,34 4,389,195 4,397,279

短期借入金 15,20 10,509,348 10,791,510

その他未払金 16,20,34 1,605,817 1,505,966

その他短期金融負債 16,20,34 321,828 305,224

当期法人税負債 32 559,328 509,709

売却予定資産に関連す

る負債

9 - 226,607

引当金 17 77,831 69,432

その他流動負債 19,25 2,311,654 1,799,631

流動負債合計 19,775,001 19,605,358

長期仕入債務 20,34 2,593 383

長期借入金 15,20 14,412,085 16,020,207

その他未払金 16,20 142,412 169,375

その他長期金融負債 16,20 219,223 181,185

確定給付負債 18 345,688 340,467

繰延税金負債 32 1,461,519 1,168,097

長期引当金 17 100,098 109,343

その他非流動負債 19 377,814 84,503

非流動負債合計 17,061,432 18,073,560

負債合計 36,836,433 37,678,918

資本

資本金 21 482,403 482,403

資本剰余金 21 1,104,814 1,150,452

積立金 22 △88,150 405,426

自己株式 23 △2,391,406 △2,391,406

利益剰余金 40,346,481 38,709,475

支配企業所有者持分 39,454,142 38,356,350

被支配持分 2,975,276 2,373,570

資本合計 42,429,418 40,729,920

負債及び資本合計 79,265,851 78,408,838
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連結包括損益計算書
第45期：2012.1.1～2012.12.31

第44期：2011.1.1～2011.12.31

（単位：百万ウォン（一株当り情報を除く））

科目 注記 第45期 第44期

売上高 24,25,34 63,604,151 68,938,725

売上原価 25,27,31,34 △56,142,892 △59,823,850

売上総利益 7,461,259 9,114,875

販売費及び一般管理費

一般管理費 26,27,31 △2,129,463 △2,035,053

販売費 26,31 △1,678,688 △1,612,128

営業利益 28 3,653,108 5,467,694

持分法関連損益 10 △22,702 50,569

金融収益及び費用

金融収益 20,29 2,897,063 3,190,419

金融費用 20,29 △2,797,638 △3,866,695

その他の営業外収益及び

費用

その他の営業外収益 30 448,120 306,941

その他の営業外費用 30,31 △809,465 △366,533

税引前純利益 3,368,486 4,782,395

法人税費用 32 △982,879 △1,068,109

当期純利益 2,385,607 3,714,286

持分法資本変動 △130,836 △11,240

売却可能証券評価損益 20 △81,471 △1,231,758

海外営業活動体の換算

差額

△363,088 1,666

保険数理的損益 △62,527 △30,577

総包括利益（税引） 1,747,685 2,442,377

純利益の帰属

支配企業の所有者持分 2,462,081 3,648,136

非支配持分 △76,474 66,150

当期純利益 2,385,607 3,714,286

総包括利益の帰属

支配企業の所有者持分 1,911,506 2,530,437

非支配持分 △163,821 △88,060

当期総包括利益 1,747,685 2,442,377

基本的及び希薄化後一株

当たり利益

33 31,874 47,224
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連 結 資 本 変 動 表
第45期：2012.1.1～2012.12.31

第44期：2011.1.1～2011.12.31
（単位：百万ウォン）

科目
支配企業の所有者持分

非支配持分 合計
資本金 資本剰余金 積立金 自己株式 利益剰余金 小計

2011年1月1日現在残高 482,403 1,101,561 1,507,288 △2,403,263 35,887,697 36,575,686 1,961,481 38,537,167

包括利益：

当期純利益 - - - - 3,648,136 3,648,136 66,150 3,714,286

関係企業投資の累積包括損益の変動（純

額）（税引後）
- - △12,276 - - △12,276 1,036 △11,240

売却可能証券未実現評価損益の変動（純

額）（税引後）
- -

△

1,227,050
- -

△

1,227,050
△4,708

△

1,231,758

外貨換算差額（税引後） - - 146,622 - - 146,622 △144,956 1,666

確定給付年金保険数理的損益（税引後） - - - - △24,995 △24,995 △5,582 △30,577

包括利益合計
- - △

1,092,704

- 3,623,141 2,530,437 △88,060 2,442,377

資本に直接反映された所有者との取引:

年次配当 - - - - △577,747 △577,747 △16,831 △594,578

中間配当 - - - - △193,111 △193,111 - △193,111

従属企業の取得 - - - - - - 247,483 247,483

従属企業の持分変動 - △20,694 - - - △20,694 266,642 245,948

自己株式の取得 - - - △61,296 - △61,296 - △61,296

自己株式の処分 - 69,153 - 73,153 - 142,306 - 142,306

その他 - 432 △9,158 - △30,505 △39,231 2,854 △36,377

所有者との取引合計 - 48,891 △9,158 11,857 △801,363 △749,773 500,149 △249,624

2011年12月31日現在残高 482,403 1,150,452 405,426 △2,391,406 38,709,475 38,356,350 2,373,570 40,729,920

連 結 資 本 変 動 表
第45期：2012.1.1～2012.12.31

第44期：2011.1.1～2011.12.31
（単位：百万ウォン）

科目
支配企業の所有者持分

非支配持分 合計
資本金 資本剰余金 積立金 自己株式 利益剰余金 小計

2012年1月1日現在残高 482,403 1,150,452 405,426 △2,391,406 38,709,475 38,356,350 2,373,570 40,729,920

包括利益：

当期純利益 - - - - 2,462,081 2,462,081 △76,474 2,385,607

関係企業投資の累積包括損益の変動（純

額）（税引後）
- - △112,974 - - △112,974 △17,862 △130,836

売却可能証券未実現評価損益の変動（純

額）（税引後）
- - △86,661 - - △86,661 5,190 △81,471

外貨換算差額（税引後） - - △292,015 - - △292,015 △71,073 △363,088

確定給付年金保険数理的損益（税引後） - - - - △58,925 △58,925 △3,602 △62,527

包括利益合計 - - △491,650 - 2,403,156 1,911,506 △163,821 1,747,685

資本に直接反映された所有者との取引:

年次配当 - - - - △579,333 △579,333 △19,751 △599,084

中間配当 - - - - △154,489 △154,489 - △154,489

従属企業の取得 - - - - - - 35,870 35,870

従属企業の持分変動 - △41,924 - - - △41,924 715,148 673,224

その他 - △3,714 △1,926 - △32,328 △37,968 34,260 △3,708

所有者との取引合計 - △45,638 △1,926 - △766,150 △813,714 765,527 △48,187

2012年12月31日現在残高 482,403 1,104,814 △88,150 △2,391,406 40,346,481 39,454,142 2,975,276 42,429,418
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連結キャッシュ・フロー計算書

第45期：2012.1.1～2012.12.31

第44期：2011.1.1～2011.12.31

（単位：百万ウォン）

科目 注記 第45期 第44期

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー

当期純利益 2,385,607 3,714,286

調整：

減価償却費 2,405,769 2,133,010

償却費 157,991 133,289

金融収益 △1,553,200 △1,734,280

金融費用 1,605,414 2,245,957

法人税費用 982,879 1,068,109

有形資産処分益 △42,290 △13,812

有形資産処分損 65,486 60,550

持分法適用投資の処分損 22,702 △50,569

退職給付費用 226,132 236,998

貸倒償却費 123,373 45,477

売却予定資産減損損失 258,451 -

売却予定資産処分益 △193,333 -

その他 109,728 139,637

4,169,102 4,264,366

営業活動による資産負債の

変動

36 1,933,358 △4,850,747

利息の受取 238,231 218,682

利息の支払 △874,711 △745,111

配当金の受取 178,317 308,692

法人税の支払 △710,448 △1,218,602

営業活動で創出された現金

（純額）

7,319,456 1,691,566
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（単位：百万ウォン）

科目 注記 第45期 第44期
投資活動によるキャッシュ・

フロー

短期金融商品の処分 3,847,682 5,794,770

貸付金の回収 318,745 896,656

売却可能金融資産の処分 700,686 411,061

その他投資資産の処分 19,566 -

有形資産の処分 272,948 140,221

無形資産の処分 10,945 55,899

持分法適用投資の処分 18,428 2,404

売却予定資産の処分 1,268,545 -

短期金融商品の取得 △3,616,118 △4,556,340

貸付金の増加 △434,156 △962,099

売却可能金融資産の取得 △307,712 △322,046

その他投資資産の取得 △128 △450

持分法適用投資の取得 △492,681 △740,971

有形資産の取得 △7,054,543 △5,330,968

無形資産の取得 △448,214 △574,753

事業取得の支払（現金純増減額） △98,880 △437,464

事業処分による受取（現金純増

減額）

13,041 -

その他（純額） △187,157 107,214

投資活動に使用された現金

（純額）

△6,169,003 △5,516,866
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（単位：百万ウォン）

科目 注記 第45期 第44期
財務活動によるキャッシュ・フ

ロー

借入金による収入 3,007,017 7,068,322

自己株式の処分 - 164,384

短期借入金による収入 △1,412,138 51,808

借入金の返済 △1,884,140 △1,746,487

自己株式の取得 - △61,296

配当金の支払 △751,908 △770,858

その他（純額） 133,542 194,012

財務活動で創出（使用）され

た現金（純額）

△907,627 4,899,885

外貨換算による現金の変動 △160,982 3,052

現金及び現金性資産の増加（純

額）

81,844 1,077,637

現金及び現金性資産の期首残高 4,598,682 3,521,045

現金及び現金性資産の期末残高 4,680,526 4,598,682
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連結財務諸表に対する注記

区分 要旨

財務諸表作成基準 当連結財務諸表は、韓国採択国際会計基準(K-IFRS)に従

い作成されている。

連結の範囲 子会社：218社（2社減少：加入16社、除外18社）、関係

会社：94社（3社増加：加入14社、除外11社）

営業利益の計算方法の変更 K-IFRS第1001号（財務諸表の表示）の改正。

- 2012年の営業利益への影響：3,613億ウォンの増加（改

正前：32,918億ウォン、改正後：36,531億ウォン）

事業結合 事業結合における移転対価は公正価値で測定されるもの

とし、当該資産/負債の取得日の公正価値の合計で算出さ

れる。

のれん 当社は、のれんを取得日現在で測定する。

- 識別可能な取得資産及び引受債務の概ね公正価値によ

る認識額（純額）

- 連結されたのれんの残高：17,137億ウォン

セグメント 経営陣による意思決定のための財務情報を個別に取得す

るため、事業は鉄鋼、貿易、建設及びその他の4セグメン

トに分けられる。

- セグメント別利益：鉄鋼（22,460億ウォン）、貿易（3,252

億ウォン）、建設（3,453億ウォン）、その他（3,017

億ウォン）

※ 財務書類に対する注記の全文（英文）については、東京証券取引所ウェブサイト「適

時開示情報閲覧サービス」において開示された英文の財務書類の注記を参照のこと。
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個別貸借対照表（財務状態表）
第45期：2012年12月31日現在

第44期：2011年12月31日現在

（単位：百万ウォン）

科目 注記 第45期 第44期

資   産

現金及び現金性資産 5,19 1,752,560 1,137,882

売上債権（純額） 6,19,33 4,087,030 4,220,242

その他未収金 7,19,33 393,223 330,629

その他短期金融資産 7,19,33 930,316 1,050,834

棚卸資産 8 5,403,660 7,144,709

売却予定資産 12 - 16,887

その他流動資産 9 42,682 23,612

流動資産合計 12,609,471 13,924,795

長期売上債権（純額） 6,19,33 274 24

その他未収金 7,19,33 58,732 57,937

その他長期金融資産 7,19,33 2,970,033 3,775,121

従属企業及び関係企業

投資

10 14,100,053 12,824,776

投資不動産（純額） 11 110,526 117,418

有形資産（純額） 12 22,166,735 21,533,135

無形資産（純額） 13 293,841 222,896

その他長期資産 9 10,771 271,774

非流動資産合計 39,710,965 38,803,081

資 産 合 計 52,320,436 52,727,876
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（単位：百万ウォン）

科目 注記 第45期 第44期

負   債

仕入債務 19,33 978,581 1,395,846

短期借入金 6,14,19 2,116,540 2,294,380

その他未収金 15,19,33 1,253,389 1,055,510

その他短期金融負債 15,19,33 33,543 33,788

当期法人税負債 31 84,355 182,715

引当金 16 6,239 4,451

その他流動負債 18 70,865 48,455

流動負債合計 4,543,512 5,015,145

長期借入金 7,14,19 7,487,234 9,338,016

その他未収金 15,19 113,602 106,489

その他長期金融負債 15,19 88,130 40,810

確定給付負債 17 140,256 176,648

繰延税金負債 31 779,312 448,552

その他長期負債 18 3,842 4,200

非流動負債合計 8,612,376 10,114,715

負 債 合 計 13,155,888 15,129,860

資   本

資本金 20 482,403 482,403

資本剰余金 20 1,227,692 1,227,692

その他累積包括利益 21 3,362 156,707

自己株式 22 △2,391,406 △2,391,406

利益剰余金 23 39,842,497 38,122,620

資 本 合 計 39,164,548 37,598,016

負債及び資本合計 52,320,436 52,727,876
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個別包括損益計算書
第45期：2012.1.1～2012.12.31

第44期：2011.1.1～2011.12.31

（単位：百万ウォン（一株当り情報を除く））

科目 注記 第45期 第44期

売上高 24,33 35,664,933 39,171,703

売上原価 26,30,33 △31,041,900 △33,077,807

売上総利益 4,623,033 6,093,896

販売費及び一般管理費

一般管理費 19,25,26,30 △853,908 △846,332

販売費 25,26,30 △979,528 △917,182

営業利益 27 2,789,597 4,330,382

金融収益及び費用

金融収益 19,28 1,356,539 1,240,359

金融費用 19,28 △759,291 △1,370,668

その他の営業外収益及

び費用

その他の営業外収益 27,29,33 69,737 45,640

その他の営業外費用 19,27,29,30,33 △334,301 △179,993

税引前純利益 3,122,281 4,065,720

法人税費用 31 △622,758 △876,875

当期純利益 2,499,523 3,188,845

その他包括利益

売却可能証券未実現評

価損益（純額）（税引後）
21 △153,345 △922,331

確定給付年金保険数理

損失（純額）（税引後）
17 △45,824 △2,145

その他包括利益 （税引

後）
2,300,354 2,264,369

基本的及び希薄化後一

株当たり利益
32 32,359 41,279
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個別資本変動表

第45期：2012.1.1～2012.12.31

第44期：2011.1.1～2011.12.31
（単位：百万ウォン）

科目 資本金 資本剰余金
その他累積

包括利益
自己株式 利益剰余金 合計

2011年1月1日現在残高 482,403 1,158,539 1,079,038 △2,403,263 35,706,778 36,023,495

包括利益：

当期純利益 - - - - 3,188,845 3,188,845

売却可能証券未実現評価損益の変動（純額）（税

引後）
- - △922,331 - - △922,331

確定給付年金保険数理的損益（税引後） - - - - △2,145 △2,145

包括利益合計 - - △922,331 - 3,186,700 2,264,369

資本に直接反映された所有者との取引:

年次配当 - - - - △577,747 △577,747

中間配当 - - - - △193,111 △193,111

自己株式の取得 - - - △61,296 - △61,296

自己株式の処分 - 69,153 - 73,153 - 142,306

2011年12月31日現在残高 482,403 1,227,692 156,707 △2,391,406 38,122,620 37,598,016

個別資本変動表
第45期：2012.1.1～2012.12.31

第44期：2011.1.1～2011.12.31
（単位：百万ウォン）

科目 資本金 資本剰余金
その他累積

包括利益
自己株式 利益剰余金 合計

2012年1月1日現在残高 482,403 1,227,692 156,707 △2,391,406 38,122,620 37,598,016

包括利益：

当期純利益 - - - - 2,499,523 2,499,523

売却可能証券未実現評価損益の変動（純額）（税

引後）
- - △153,345 - - △153,345

確定給付年金保険数理的損益（税引後） - - - - △45,824 △45,824

包括利益合計 - - △153,345 - 2,453,699 2,300,354

資本に直接反映された所有者との取引:

年次配当 - - - - △579,333 △579,333

中間配当 - - - - △154,489 △154,489

2012年12月31日現在残高 482,403 1,227,692 3,362 △2,391,406 39,842,497 39,164,548
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個別キャッシュ・フロー計算書

第45期：2012.1.1～2012.12.31

第44期：2011.1.1～2011.12.31

（単位：百万ウォン）

科目 注記 第45期 第44期
営業活動によるキャッシ

ュ・フロー

当期純利益 2,499,523 3,188,845

調整：

退職給付費用 107,107 129,600

減価償却費 1,840,807 1,738,466

償却費 40,386 34,757

金融収益 △1,079,341 △743,797

金融費用 542,944 763,976

有形資産処分益 △27,688 △10,840

有形資産処分損 84,990 60,174

従属企業及び関係企業

投資株式の処分損

17,575 -

法人税費用 622,758 876,875

その他 18,900 32,955

営業活動による資産負債

の変動
35 1,470,440 △1,958,361

利息の受取 111,309 122,212

利息の支払 △443,470 △378,490

配当金の受取 175,556 267,316

法人税の支払 △310,907 △937,198

営業活動で創出された

現金（純額）

5,670,889 3,186,490
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（単位：百万ウォン）

科目 注記 第45期 第44期
投資活動によるキャッシ

ュ・フロー
36

短期金融商品の処分 3,182,714 5,108,712

売却可能金融資産の処分 601,185 392,619

長期貸付金の回収 18,754 14,760

従属企業及び関係企業投

資株式の処分

37,134 22,125

有形資産の処分 29,323 1,549

売却予定資産の処分 3,378

短期金融商品の取得 △2,982,224 △3,731,276

売却可能金融資産の取得 △130,845 △245,389

長期貸付金の増加 △12,687 △20,039

従属企業及び関係企業投

資株式の取得

△1,056,628 △2,275,307

有形資産の取得 △2,494,862 △3,304,376

無形資産の取得 △92,776 △25,499

その他 747 -

投資活動に使用された

現金（純額）

△2,896,787 △4,062,121
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（単位：百万ウォン）

科目 注記 第45期 第44期
財務活動によるキャッシ

ュ・フロー

36

借入金による収入 3,855,933 5,693,070

長期金融負債による収入 3,033 3,781

自己株式の処分 - 164,384

借入金の返済 △5,281,336 △3,686,447

長期金融負債の返済 △3,674 △3,757

自己株式の取得 - △61,296

配当金の支払 △733,380 △770,858

財務活動で創出（使用）

された現金（純額）

△2,159,424 1,338,877

外貨換算による現金の変動 - 2,210

現金及び現金性資産の増加

（純額）

614,678 465,456

現金及び現金性資産

現金及び現金性資産の期

首残高

1,137,882 672,426

現金及び現金性資産の期

末残高

1,752,560 1,137,882
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利益剰余金処分計算書

第45期：2012.1.1～2012.12.31

第44期：2011.1.1～2011.12.31

2012年度の処分日は、2013年３月22日を予定している。

2012年度の処分日は、2012年３月16日であった。

（単位：百万ウォン）

科目 第45期 第44期
未処分利益剰余金

前期繰越未処分利益剰余金 284,559 4,501,703

保険数理的損失 △45,824 △2,145

中間配当額 △154,489 △193,111

一株当り配当金（率）

2012年：2,000ウォン(40%)

2011年：2,500ウォン(50%)

当期純利益 2,499,523 3,188,845

2,583,769 7,495,292

任意積立金等の繰入額

研究及び人材開発準備金 266,667 133,333

利益剰余金処分額

現金配当 △463,467 △579,333

一株当り配当金（率）

2012年：6,000ウォン(120%)

2011年：7,500ウォン(150%)

研究及び人材開発準備金 △310,000 △330,000

事業拡張に関する利益剰余金処分額 △1,600,000 △6,203,000

配当金に関する利益剰余金処分額 △185,387 △231,733

△2,558,854 △7,344,066

次期繰越未処分利益剰余金 291,582 284,559
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個別財務諸表に対する注記

区分 要旨

財務諸表作成基準 当個別財務諸表は、韓国採択国際会計基準(K-IFRS)に従い作

成されている。

営業利益の計算方法の変更 K-IFRS第1001号（財務諸表の表示）の改正。

- 2012年の営業利益への影響：2,646億ウォンの増加（改正

前：25,250億ウォン、改正後：27,896億ウォン）

貸倒引当金 貸倒引当金は、実績率又は貸倒見積額に基づき割当られる。

- 2012年の貸倒引当金の増加額：100億ウォン

棚卸資産 原価は移動加重平均法を用いて決定され、原価と正味実現可

能価額のうち低い金額で測定される。

- 2012年の棚卸資産評価損は、2012年の売上原価に反映され

ている。（3億7,000万ウォン）

有形資産・無形資産 定額法による減価償却：機械装置（15年）、工場建物（20年）、

開発費（4年）

外貨資産・負債 貨幣性外貨項目は、報告期間末の為替レートの終値（1米ドル

＝1,071.1ウォン）で換算されている。

※ 財務書類に対する注記の全文（英文）については、東京証券取引所ウェブサイト「適

時開示情報閲覧サービス」において開示された英文の財務書類の注記を参照のこと。
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■ 第２号議案：理事選任の件

◆第2-1号議案：社外理事選任の件

韓国商法第382条及び当社定款第28条に基づいて、社外理事の承認が要求されている。

社外理事に選任される３名は以下のとおりである。

◉ 候補者名簿

氏名

生年月日

主要略歴

当社との直

近３年間の

取引内訳

筆頭株主と

の関係
任期

推薦人

A. Shin,

Chae-Chol

1947年８月28日 （現在）無

LG CNS 代表理事社長

韓国IBM 代表理事社長

無 無 ２年

理事候補推薦

委員会

B. Lee, 

Myoung-Woo

1954年１月５日 （現在）漢陽大学校 教授

YES24 社外理事（2011年３月

～2014年３月）

アイリバー 副社長

韓国ソニー CEO

無 無 ３年

理事候補推薦

委員会

C. Kim,

Ji-Hyung

1958年４月22日 （現在）法務法人地平志誠

顧問

大法院 裁判官

司法研修所 司法研究官

無 無 ３年

理事候補推薦

委員会

◆第2-2号議案：監査委員会委員選任の件

韓国商法第415-2条、第542-11条及び第542-12条並びに当社定款第48条に基づいて、監

査委員会委員の承認が要求されている。

監査委員会委員に選任される１名は以下のとおりである。

◉ 候補者名簿

氏名

生年月日

主要略歴

当社との直

近３年間の

取引内訳

筆頭株主と

の関係
任期推薦人

A. Kim,

Ji-Hyung

1958年４月22日 （現在）法務法人地平志誠

顧問

大法院 裁判官

司法研修所 司法研究官

無 無 ３年

理事候補推薦

委員会

http://www.hanyang.ac.kr/
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◆第2-3号議案：社内理事選任の件

韓国商法第382条及び当社定款第28条に基づいて、社内理事の承認が要求されている。

社内理事に選任される２名は以下のとおりである。

◉ 候補者名簿

氏名

生年月日

主要略歴

当社との直

近３年間の

取引内訳

筆頭株主と

の関係
任期推薦人

A．Chang,

In-Hwan

1955年１月18日 （現在）株式會社ポスコ 副

社長

㈱POSCO P&S 代表理事社長

株式會社ポスコ 専務理事

無 無 ２年

理事会

B. Kim,

Yeung-Gyu

1954年８月25日 （現在）株式會社ポスコ 専

務理事

株式會社ポスコ 常務理事

POSCOパワー㈱ マネージン

グ・ディレクター

無 無 ２年

理事会

■ 第３号議案：理事報酬限度額承認の件

韓国商法第388条及び当社定款第36条に基づいて、第46期理事報酬限度額の承認が要

求されている。

◉ 第46期(2013年)限度額：70億ウォン

◉ 第45期(2012年)限度額：70億ウォン
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追加情報

理事の略歴

Shin, Chae-Chol 生年月日：1947年８月28日

学歴：

経歴：

1994年

1996年

2005年

2006年

2009年

ソウル大学 電気工学学士号

IBM（米国）アジア太平洋部門長

韓国IBM 代表理事社長

ロゴス・システム 会長

LG CNS 代表理事社長

韓国情報産業連合会 会長

Lee, Myoung-Woo 生年月日：1954年１月５日

学歴：

経歴：

2001年

2005年

2006年

2007年

2009年

2010年～現在

ソウル大学 哲学学士号

ペンシルバニア大学 経営学修士号

韓国ソニー 代表理事社長

韓国ソニー CEO

韓国コカコーラ・ボトリング・カンパニー 会長

レインコム CEO兼代表理事

アイリバー(レインコム) 副社長

漢陽大学校ビジネススクール 教授

YES24 社外理事(2011年３月～2014年３月）
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Kim, Ji-Hyung 生年月日：1958年４月22日

学歴：

経歴：

1998年

2003年

2003年

2005年

2012年～現在

圓光大学校 法学学士号

司法研修所 教授

ソウル高等法院 高等法院長

大法院 大法院長秘書室長

司法研修所 司法研究官

大法院 裁判官

法務法人地平志誠 顧問

Chang, In-Hwan 生年月日：1955年１月18日

学歴：

経歴：

2003年

2007年

2009年

2010年

2012年～現在

韓国大学 冶金工学学士号

自動車用鋼板マーケティング部長

常務理事（冷延製品マーケティング部、自動車用鋼板マーケ

ティング部）

専務理事（熱延製品マーケティング部）

㈱POSCO P&S 代表理事社長

副社長、発展及び投資事業部門長

Kim, Yeung-Gyu 生年月日：1954年８月25日

学歴：

経歴：

2007年

2009年

2010年

2012年～現在

延世大学 法学学士号

POSCOパワー㈱ マネージング・ディレクター

常務理事（労働及び外部サービス部）

人事部長

専務理事

企業関係部長

以上




