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三菱商事
概要

企業理念—三綱領

三菱商事は、国内および海外約 90カ国に200 超の拠点を持ち、600 社を超える連結対象会社と共にビジネスを展開する
最大の総合商社です。

地球環境・インフラ事業、新産業金融事業、エネルギー事業、金属、機械、化学品、生活産業の7グループにビジネスサービ
ス部門を加えた体制で、幅広い産業を事業領域としており、貿易のみならず、パートナーと共に、世界中の現場で開発や
生産・製造などの役割も自ら担っています。

これからも私たちは、常に公明正大で品格のある行動を信条に、豊かな社会の実現に貢献することを目指し、さらなる
成長に向けて全力で取り組んでいきます。

所 期 奉 公
事業を通じ、物心共に豊かな社会の実現に努力すると同時に、
かけがえのない地球環境の維持にも貢献する。

処 事 光 明
公明正大で品格のある行動を旨とし、
活動の公開性、透明性を堅持する。

立 業 貿 易
全世界的、宇宙的視野に立脚した事業展開を図る。

「三綱領」は、三菱四代社長岩崎小彌太の
訓諭をもとに、1934年に旧三菱商事の行動
指針として制定されました。

旧三菱商事は1947年に解散しましたが、
三菱商事においてもこの三綱領は企業理念
となり、その精神は役職員の心の中に息づ
いています。また三綱領は、三菱グループに
おいても経営の根本理念となっています。
さまざまな分野で活躍する三菱グループ各社
は、同じ伝統と理念を共有するもの同士と
して、切磋琢磨を続けています。

しょ き ほう こう

しょ じ こう めい

りつ ぎょう ぼう えき

（2001年1月、三菱グループ各社で構成される三菱金曜会にて申し合わされた現代解釈）
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設立〜1970年代

1954年、総合商社・三菱商事が新発足し、東京・大阪
両証券取引所に株式上場。1967年、三菱商事初の経
営計画を発表。1968年、初の大型投資となるブルネイ
でのLNG開発事業への投資決定。オーストラリアやカ
ナダの鉄鉱石・原料炭、メキシコの塩田事業に代表され
る、単なる商取引にとどまらない開発投資型ビジネスを
グローバルに展開。1971年、英文社名を“Mitsubishi 
Corporation”とする。

1990年代

1992年、「健全なグローバル・エンタプライズ」を目標と
する経営方針発表。連結重視と資産の優良化を進めると
ともに、組織・人材のグローバル化を強化。1998年、経
営計画「MC2000」を策定、事業の選択と集中、戦略分野
の強化、顧客志向重視の方針を打ち出し、足場固めに着
手した。

2000年代〜

2001年、経営計画「MC2003」を策定。バリューチェー
ンの拡大・収益力強化に加え、新規事業の創出を重点施
策とするなど「攻めの経営」へ転じる。2004年、経営計
画「INNOVATION 2007」を策定。2007年、イノベー
ション事業グループ、新産業金融事業グループを新設。
2008 年、経 営 計 画「INNOVATION 2009」を 発 表。
2009年、イノベーション事業グループを発展的に改組し、
全社開発部門を設置。2010年4月、全社開発部門を地
球環境事業開発部門・ビジネスサービス部門に改組し拡
充を図る。2010年7月、経営計画「中期経営計画 2012」
を発表。収益モデルの多様化を踏まえたマネジメントシス
テムや経営インフラの整備を図る。2013年５月「経営戦
略2015」を発表。

1980年代

新たな収益体制の構築に向け、業務の合理化・効率化に
着手。1986年、社内に売上高より収益重視の方針を徹底
し、経営計画「K-PLAN」を策定。1989年には、ロンドン証
券取引所に上場。

沿革
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経営戦略2015 2０２０年を見据えて

Ｏｕｒ ＶｉｓｉＯｎ　 ２０２０年頃の三菱商事の姿

○ 資源分野
   持分生産量倍増

×２ ×２

○ 非資源分野 
   収益水準倍増

ＬＮ Ｇ：７００万t
原料炭 ：２,０００万t
   銅   ：２５万t

○ 『より強い事業』
『強くなる事業』への集中

○ 強い事業群の育成

○ 資源と非資源の
投資残高は50:50

事業領域数

うち、２００億円以上の
利益を上げる
事業領域数

うち、１００～200億円の
利益を上げる
事業領域数

47 

  ５ 

  １ 

3５〜４０

≧１０

 10〜15

約１,８００億円

２０１２年度 ２０１２年度

２０１２年度 ２０２０年頃

２０２０年頃 ２０２０年頃

三菱商事は、2013 年度からの経営指針として、「経営戦略 2015 ～ 2020 年を見据えて～」を策定しています。
三菱商事の収益モデルや、外部環境が大きく変化を遂げる中、長期目標として2020 年頃をにらんだ成長のイメージを置
き、この成長イメージを実現するための前提となる経営方針や、手法としての事業戦略・市場戦略をまとめました。

三菱商事の価値を “多岐にわたる収益モデル、産業、地域、分野、に適度に分散したポートフォリオに立
脚した安定収益基盤を維持しつつ、アップサイドポテンシャルを有する収益構造”と再認識した上で、継
続的にポートフォリオの最適化を推進しながら、成長イメージの具現化を目指すことにより、三菱商事
の価値向上を図ります。

成長のイメージ

ポートフォリオのイメージ

事業規模の倍増

「適度な分散」と
「複数の強い事業」
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事業戦略・市場戦略

２０１５年までの経営方針

事業戦略  市場戦略  

資源分野 グローバル
ベースの

供給ソース
確保

○ 全てのステークホルダーの要請・期待を踏まえ、事業活動を通じて日本や世界の課題
解決に貢献しながら、「経済価値」のみならず「社会価値」「環境価値」も含めた「継続的
企業価値」の創出を目指す。

○ 適度に分散された複数の強い事業を持つ総合商社としての価値を極大化するために継
続的なポートフォリオの最適化を通じ、「強い事業」「強くなる事業」を選別し、伸ばす。

基本方針

○ 安定収益基盤の底上げに向けて、平均的な年間の投資規模は前中期経営計画時（３年
間で２～２.５兆円）と同程度の水準を継続する。

○ ピークアウトやノンコア事業を含め、資産の入れ替えを加速させる。
投資方針

○ 環境変化に関係なく、株主への還元を安定化させるために「安定配当」と「収益連動配
当」の二段階の株主還元方式を導入する。

○ 保守的な巡航利益水準３,５００億円に基づき安定配当を算定する。
株主還元方針

非資源分野
アジア圏に

おける
インサイダー化

経営資源の効率的な活用 アジアを機軸とするグローバル展開

アジア市場を見据え、ポートフォリオの最適化を進めつつ、さらなる成長を目指します。
なお、全社イニシアチブで取り組む「新しい事業領域の開拓・特定地域における開発業務」（＝全社 R&D）の強化を
目的として、1,000億円（3年間）の投資枠を設定しました。

適度に分散され、複数の強い事業を持つポートフォリオを基に“三菱商事の価値”の極大化を目指します。

○ 更新・拡張投資と仕掛け案件の収益
化に向けた準備ステージへ移行

○ 生産性の向上、操業・開発コストの
改善に一層注力しながら事業を推進
し、経営資源の効率的な活用を実現 

アジアを中心に増大する
原材料需要への対応

○ 食糧：米州からの食糧資源供給ソース
の拡大

○ 金属資源・エネルギー資源：成長著し
いアジア市場をにらみ、豪州、アジア、
米州、ロシア 、西アフリカなどでの供
給ソースの確保・開発に加え、アジア
への販売戦略機能の移転

○ 肥料：アジア市場を狙った肥料資源開発○ 複数の規模感ある強い事業を創ると
いう長期目標のイメージに向けて、
ポートフォリオの最適化を進めつつ、
新規投資を拡大

○ 有望事業への経営資源の選択的投入

○ 自動車関連、食糧・食品、消費者関
連、電力関連、ライフサイエンス、
シェールガス川下関連、アセットマネ
ジメント事業などの分野で事業機会
を追求

アジア市場を面で捉えた
マルチ・ローカリゼーション

○ 食品流通：有力パートナーと組み、ア
ジアでの小売りを起点とする事業展開

○ 自動車：タイ、インドネシアでのさらな
る現地化の推進

○ よりキャッシュフローを重視する経営とし、投資は利益の範囲内で積み上げる（投資計画
は保守的な巡航利益水準３,５００億円に基づき策定する）。

○ 中長期的には、 ROE12～15％水準への回復を図る。
財務方針
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（２０１5年７月１日現在）

※拠点の所在都市にマークしています
（プロジェクト事務所および国内の分室を除く）

● 本　　店： 東京
● 国内拠点： 29カ所

（うち、分室18）
● 海外拠点： 192カ所

（うち、プロジェクト事務所34）

地域統括区分

国　内

東 ア ジ ア

中東・中央アジア

アジア・大洋州

欧州・アフリカ

北　米

中 南 米

本店

【国内】
札幌
仙台
名古屋
新潟
富山
静岡
大阪
高松
広島
福岡
那覇

【北米】
ニューヨーク
サンフランシスコ
シアトル
シリコンバレー
ロスアンゼルス
ヒューストン
ワシントン
ダラス
ピッツバーグ
ボストン
ツーソン
バンクーバー
トロント
ビクトリア
メキシコシティ
ケレタロ

【中南米】
グアテマラシティ
パナマシティ
キト
リマ

ラパス
ボゴダ
サンチャゴ
カラカス
プエルト・オルダス
アスンシオン
ブエノスアイレス
サンパウロ
リオデジャネイロ
ベロオリゾンテ
サントス

【欧州・アフリカ】
ロンドン
マドリッド
パリ
ブリュッセル
アムステルダム
デュッセルドルフ
フランクフルト
ベルリン
ミラノ
オスロ

プラハ
ストックホルム
ワルシャワ
ブカレスト
ベオグラード
アテネ
ソフィア
モスコー
ウラジオストク
ユジノサハリンスク
キエフ
ヨハネスブルグ
ダカール
カサブランカ
アビジャン
アルジェ
ラゴス
チュニス
マプト
ナイロビ
アディスアベバ
ダルエスサラーム

【中東・中央アジア】
イスタンブール
アンカラ
バクー
アシガバット
タシケント
アスタナ
アルマトゥイ
ドゥバイ
カイロ
テルアビブ
ラマッラ
アンマン
リヤード
ジェッダ
アル・コバル
バスラ
ドーハ
アブダビ
マスカット
クエート
テヘラン
 

コルカタ
チェンナイ
コロンボ
ダッカ
ヤンゴン
ネピドー
バンコク
ハジャイ
クアラルンプール
ビンツル
シンガポール
プノンペン
ビエンチャン
ハノイ
ホーチミン
ジャカルタ
スラバヤ
バンダル・スリ・ブガワン

（ブルネイ）
マニラ
ヌメア
メルボルン
シドニー

【東アジア】
ウランバートル
北京
成都
広州
深圳
武漢
天津
厦門
南京
青島
上海
大連
瀋陽
香港
台北

【アジア・大洋州】
カラチ
イスラマバード
ラホール
ニューデリー
ムンバイ

パース
ブリスベン
マウントウェーバリー
オークランド
ソウル
光陽
浦項

世界経済の先行きが不透明な時代には、的確な情報を素早くキャッチし、
必要なリスクコントロールを行う一方、成長機会に対しては迅速に対応して
いくことが重要となります。

こういった活動の基盤となるのが、世界約 90カ国に広がる200 超の拠
点、600社を超える連結対象会社からなる三菱商事のグローバルネットワー
クです。

本グローバルネットワークの中で、「全社拠点長」は社長より任じられた
各国・地域における三菱商事グループの代表として、最前線からの情報発
信を行いながら、連結ベースの活動を支えています。

同時に三菱商事では地域を広域で束ねる「地域統括」を置き、地域共通課
題の解決や国・地域をまたがる新たな事業機会の発掘に取り組んでいます。
具体的には、国内に加え、海外を6地域（北米、中南米、欧州・アフリカ、中東・
中央アジア、東アジア、アジア・大洋州）に区分し、おのおので地域統括が
域内の拠点を統括し、連結ベースでの活動の最適化を図っています。

全社拠点長と地域統括、さらに連結対象会社とが一体となって、各国・地
域の特性に応じた役割分担を行いながら、「継続的企業価値の創出」に取り
組んでいます。

拠点所在都市

三菱商事は、国内および海外約90カ国に200超の拠点を持ち、
600社を超える連結対象会社と共にビジネスを展開しています。

グローバルネットワーク
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ビジネスサービス部門
CEOオフィス
ITサービス事業本部
IT企画部

監査部
経営企画部

監査役室

広報部
総務部
環境・CSR推進部
法務部
人事部
企画業務部
グローバル渉外部
経済協力部
ロジスティクス総括部
主計部
リスクマネジメント部
財務部
財務開発部
IR部

ビジネスサービス部門

※本店の組織体制です。

コーポレートスタッフ部門

ガバナンス・報酬委員会

社 長

監 査 役

株主総会

社 長 室 会

監査役会

取締役会

国際諮問委員会

事業戦略会議
市場戦略会議
コンプライアンス委員会
環境・CSR委員会
HRD委員会
開示委員会

市場戦略担当
チーフ・コンプライアンス・
オフィサー
環境・CSR担当
チーフ・インフォメーション・
オフィサー

地球環境・インフラ事業グループCEOオフィス
地球環境・インフラ事業グループ管理部
環境事業本部
新エネルギー・電力事業本部
インフラ事業本部

地球環境・インフラ事業グループ

新産業金融事業グループCEOオフィス
新産業金融事業グループ管理部
アセットマネジメント事業本部
産業金融事業本部
開発建設本部
物流本部

新産業金融事業グループ

エネルギー事業グループCEOオフィス
エネルギー事業グループ管理部
石油・ガス探鉱開発事業本部
天然ガス事業本部
石油事業本部
炭素 ・ LPG事業本部

エネルギー事業グループ

金属グループCEOオフィス
金属グループ管理部
鉄鋼製品本部
金属資源トレーディング本部
金属資源本部

金属グループ

機械グループCEOオフィス
機械グループ管理部
産業機械事業本部
船舶 ・ 宇宙航空事業本部
自動車事業本部
いすゞ 事業本部

機械グループ

化学品グループCEOオフィス
化学品グループ管理部
フェニックス部
サウディ石化事業部
汎用化学品第一本部
汎用化学品第二本部
機能化学品本部
ライフサイエンス本部

化学品グループ

生活産業グループCEOオフィス
生活産業グループ管理部
海外市場本部
リテイル本部
生活商品本部
生活原料本部

生活産業グループ

（２０１5年4月１日現在）

組織体制 
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ビジネスサービス部門

ITサービス事業本部

ビジネスサービス部門は、三菱商事グループおよび顧客のビ
ジネスに必要な IT 機能の提供と、そのための投資などを行う
役割を担っています。

デジタル社会の進展や事業の多様化などの環境変化によっ
て、IT があらゆるビジネスに必要なツールとなり、グローバルな

IT ニーズが増えています。当部門は、国内外の事業パートナー
と連携し、グローバル対応力と競争力のある IT サービスを確
保・提供するとともに、ビジネスにおける IT 活用の推進を支援
し、三菱商事グループおよび顧客の継続的な企業価値向上や事
業の拡大に貢献していきます。

顧客が抱える課題の解決、ビジネスプロセスの改善および企業価値の向上を支援するため、
事業投資先である日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ（タタ コンサルタンシー サービシズ
と三菱商事の合弁会社）やシグマクシスなどを通じ、また、パートナーとの協業の下、コンサル
ティングからシステム開発・運用、アウトソーシングに至る統合的な IT サービスを提供しています。
さらに、先進的な IT 技術・活用事例の導入や立ち上げ支援を通じて、IT 関連ビジネスの拡大・
強化を図っていきます。

■ SI事業、ITアウトソーシング事業の推進
■ コンサルティング事業、BPO事業の推進
■ 先端技術・活用事例を通じての事業支援
■ アジア市場・リテイル事業支援
■ インドTata Consultancy Services (TCS)社との協業・連携の推進

IT企画部

三菱商事のITシステム・ITインフラなど全社IT施策の戦略・企画、投資・経費管理を担当します。
また、三菱商事グループの事業ニーズの多様化・グローバル化や技術の変化に即応して、
連結ベースでの全社IT施策の展開を進めるとともに、IT内部統制・情報セキュリティー施策を立案・推進します。

ビジネスサービス部門の取り組み

組織　1本部（2部）/1部
ビジネスサービス部門CEOオフィス
■ITサービス事業本部　ITサービス事業企画部、IT関連ビジネス開発部　IT企画部

[日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ] 

三菱商事の顧客対応力とインドTata 
Consultancy Services（TCS）の海外で
の実績を活用して、総合的なITサービス
を提供し、顧客企業の変革やグローバル
化を強力に支援します。

[ 最新鋭の都市型データセンター ]   

最新型の免震装置や、都市部では初めて
となる完全外気空調設備を備えたデータ
センターを東京都三鷹市に所有。長年の
運用実績を踏まえ、災害、環境、セキュリ
ティーに配慮した付加価値の高いITアウ
トソーシングサービスを提供しています。

建設業界向けクラウド型システム
サービス事業の新会社を設立   

本社にて事業運営してきた建設業界向け
のクラウド型システムサービス事業を分
社化し、株式会社ＭＣデータプラスを設
立。新会社では、建設業向け事業の拡大・
強化はもとより、ビッグデータ活用ビジネ
スにも取り組んでいきます。

MCデータプラス

ビッグデータ活用ビジネス
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地球環境・インフラ事業グループ
社長直轄として設置された地球環境・インフラ事業開発部門

は、2013年7月より営業グループへと改組し、「環境事業本部」
「新エネルギー・電力事業本部」「インフラ事業本部」の 3 本
部から成る地球環境・インフラ事業グループとして新たな一歩
を踏み出しました。

電力、水、交通や、その他産業基盤となるインフラ分野にお
ける事業および関連する取引を核として、地球温暖化防止やエ
ネルギー安全保障に資する再生可能、あるいは次世代のエネル
ギー事業、環境対応車の普及や蓄電に欠かすことができないリ

チウムイオン電池事業開発などに積極的に取り組んでいます。
持続可能な社会の実現のためには、長期的視点を持ち、地

球環境に配慮しながら、今後、より多くの人たちが、より少な
い資源の上に共存するための仕組み・制度・技術の確立が重
要との認識の下、公共性・成長性の高い分野において、事業
および関連する取引、あるいは新規事業領域の開発を通じて、
持続可能な社会の構築に貢献するとともに、長期安定的な収
益基盤を確立し、企業価値の向上を実現することを目指して
います。

地球環境・インフラ事業グループの取り組み

環境事業本部

環境対応車の基幹コンポーネントであるリチウムイオン電
池の開発・製造・販売に取り組んでいます

新エネルギー・
電力事業本部

インドネシアにて世界最大級である23万kWのWayang 
Windu地熱発電所を保有するStar Energy Geothermal
社へ三菱商事は20％出資しています

インフラ事業本部

三菱商事が45.5%出資するMC-JALUX Airport Services
社は、2015年4月より30年間、マンダレー国際空港を運営
します

■ リチウムイオン電池事業

■ 環境分野の新規事業領域の開発・運営 

■ 海外・国内電力事業

■ オンサイト発電事業

■ 海外送電事業

■ 発電設備、送変電設備等の輸出入

■ 水関連事業

■ 鉄道・港湾・空港関連事業

■ 石油・ガス・化学産業関連設備、
FPSO傭船事業

■ 製鉄・非鉄・セメントプラント関連設備
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地球環境・インフラ事業グループ

組織 3本部（12部）
地球環境・インフラ事業グループCEOオフィス、地球環境・インフラ事業グループ管理部
■環境事業本部　環境エネルギー事業部、環境R&D事業部　■新エネルギー・電力事業本部　欧阿中東電力事業部、
米州電力事業部、アジア・大洋州電力事業部、国内電力部第一部、国内電力部第二部、海外電力プラント部　
■インフラ事業本部　水事業部、交通インフラ事業部、エンジニアリング事業部、プラントプロジェクト部

三菱商事が出資するターミナルがある
バレンシア港は、地中海最大規模のコン
テナ港であり、昔も今も物流の要所とし
て機能している
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新産業金融事業グループ
新産業金融事業グループは、総合商社として培った産業への知見とネットワークを活かせる実物資産

(real asset) を対象とし、プロジェクト開発、アセットマネジメントなどの多様な機能を通じて、産業に対す
る資金供給と投資家の運用機会を拡大し、産業金融の発展に貢献します。

具体的には、アセットマネジメント、インフラ金融、企業金融、リースの各事業領域で、従来の金融モデル
を発展させた三菱商事ならではの新たな金融ビジネスを展開しています。

また、商業施設、物流施設および分譲住宅などの不動産開発や物流分野におけるソリューションの提供も
推進しております。

三菱商事100％子会社の航空機リース事業会社MC
アビエーション・パートナーズをはじめとし、民間航空
関連サービス事業をグローバルかつ機動的に展開中
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新産業金融事業グループの取り組み

産業金融事業本部

■ インフラ関連金融事業

■ オートリースなどを含む国内外総合リース事業

■ 航空機リース、航空機エンジンリースを含む
民間航空関連事業

物流本部

■ 国内外のネットワークを活用した総合物流事業

■ バラ積み船の保有・運航事業

■ 物流セクターを対象としたソリューション事業

■ 物流コンサルティング

開発建設本部
■ 収益不動産開発事業

■ 大規模都市開発事業

■ 建設・不動産関連ソリューション事業

アセットマネジメント
事業本部

■ 不動産ファンドの組成・運営ならびに関連事業

■ プライベートエクイティ投資運用事業

■ その他実物資産、事業を対象とした
アセットマネジメント事業

三菱商事ロジスティクス京浜事業所

DIAMOND REALTY INVESTMENTS が開発した米国
の学生アパート

MCアビエーション・パートナーズは東京・ロスアンゼル
ス・ダブリンに拠点を構え、総合的な航空機リース事業
を展開（写真はイメージ）

事業投資先が運用する日本リテールファンド投資法人の
保有するジャイル

組織　4本部（12部）　
新産業金融事業グループCEOオフィス、新産業金融事業グループ管理部
■アセットマネジメント事業本部  
不動産アセットマネジメント事業部、アセットマネジメント事業開発部、
企業金融部　
■産業金融事業本部  
インフラ金融事業部、リース事業部、民間航空事業部　

■開発建設本部  
収益不動産開発部、中国不動産開発部、都市化事業部
■物流本部  
物流事業部、不定期船事業部、物流ソリューション部
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サハリンⅡLNG

ガボン
探鉱・開発・生産
（原油） ブルネイLNG

タングーLNG

ドンギ・スノロLNGマレーシアLNG

MEDCO社への
出資

カンゲアン
開発・生産

（原油・天然ガス）

パプアニューギニア
探鉱・開発
（天然ガス）

イギリス領北海
開発・生産
（原油）

コートジボワール
探鉱
（原油・天然ガス） オマーンLNG

カルハットLNGイラクSGU

イラク
生産

（原油）

カナダ
シェールガス
開発プロジェクト

LNGカナダ

キャメロンLNG

アメリカ メキシコ湾
開発・生産
（原油）

アンゴラ
開発・生産
（原油）

ブラウズLNG

ウィートストーンLNG

西オーストラリアLNG

キンバリー
探鉱

（原油・天然ガス）

ベネズエラ
重質油開発
（原油）

ミャンマー
生産
（原油・天然ガス）

LNG のバリューチェーン

エネルギー事業グループ

ブルネイ
マレーシア

オーストラリア
ロシア

インドネシア
オマーン  他

エネルギー事業グループが関与する主な海外プロジェクト

資源保有国 上流 液化設備 物流 販売

エネルギー事業グループでは、産業の発展ならびに国民生
活の向上に欠くことのできない「光」「熱」「動力」の源となる、
天然ガス（液化天然ガス：LNG を含む）、原油、石油製品、LPG

（液化石油ガス）、石油コークス、石炭コークス、炭素製品など
の気体・液体・固体の幅広いエネルギーを取り扱っています。

ビジネスモデルも石油・ガスの探鉱・開発・生産事業、

LNG 液化プロジェクトへの投資、輸入・三国間といった貿易事
業、国内取引やリテール事業など、上流から下流までバリュー
チェーンのあらゆる領域に及んでいます。また、エネルギーの
有効利用や地球環境保全といった観点から GTL（天然ガスの
液体燃料）やバイオ燃料など、新エネルギー事業にも積極的に
取り組んでいます。

探鉱・開発・生産 LNG生産 LNG船による輸送 日本および海外市場

小名浜石油で受払貯蔵される原油、石油製品 中国江蘇省に位置するアルミ精錬用陽極会社「MZAS」の
焼成工場内部

インドネシア東ジャワ海上のカンゲアン鉱区における天然
ガス開発・生産現場
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組織　4本部（22部）　
エネルギー事業グループCEOオフィス、エネルギー事業グループ管理部
■石油・ガス探鉱開発事業本部　アジアE&P事業部、欧州・アフリカE&P事業部、米州・オセアニアE&P事業部　
■天然ガス事業本部 ブルネイ天然ガス事業部、マレーシア天然ガス事業部、オーストラリア天然ガス事業部、インドネシア
天然ガス事業部、中東天然ガス事業部、ロシア天然ガス事業部、米州天然ガス事業部、シェールガス事業部、LNGオペレー
ション需給部　 ■石油事業本部　原油部、石油製品部、産業燃料部、電力燃料部、石油原料部　 ■炭素・LPG事業本部　
炭素原料部、石油コークス部、アルミ炭素材事業部、特殊炭素事業部、LPG事業総括部

キャメロンLNGプロジェクト（完成予想図）
シェールガス革命を背景に、豊富な埋蔵量
を誇る米国からのLNG輸出を実現させる
事業。天然ガス液化事業会社のキャメロン
LNG社にて、約400万トン/年（三菱商事保
有分）を生産し、主に日本の需要家に北米天
然ガス価格にリンクしたLNGを販売。2018
年の商業生産開始を目指す。
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金属グループ
BMA（オーストラリア）
年間約6,000万トンの生産
量を誇り、海上貿易量の約
25%を占める世界最大規模
の原料炭事業に取り組む

組織　3本部（7部・3室）　
金属グループCEOオフィス、金属グループ管理部
■鉄鋼製品本部  
メタルワン事業部、自動車部品事業部　
■金属資源トレーディング本部
RtM事業室、トライランド事業室  
■金属資源本部
鉄鉱石事業部、MDP事業部、ベースメタル事業部、アルミ事業部、Hernic事業部、レアメタル開発室

金属グループでは、鉄鋼製品、鉄鋼原料、非鉄金属の各分
野において、幅広い商品を取り扱っています。当グループは、
世界の市場に対し良質の原材料・製品を安定的・持続的に供
給することにより、世界中の国々の豊かな社会の実現に貢献し
ています。

資源分野については、世界経済の成長に沿って将来にわたり堅
調な需要が見込まれる原料炭、一般炭、鉄鉱石、銅、ステンレス
原料といった金属資源へ積極的な投資を行っています。

トレーディングの分野では、鉄鋼製品関係はメタルワンを通
じ、また鉄鋼原料・非鉄金属関係は 2013 年 4 月に設立した
Mitsubishi Corporation RtM International ／三菱商事
RtM ジャパンを通じ、質の高いサービスや機能をベースに、素
材や中間製品などの供給体制を強化しています。

当グループでは、各分野において顧客ニーズを的確に捉え、
世界市場に対応した事業を展開することで、収益と事業価値の
最大化を目指します。
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Boyne
（オーストラリア）

Ulan
（オーストラリア）

Clermont
（オーストラリア）

AREVA Resources Australia
（オーストラリア）

Crosslands Resources 
（オーストラリア）

Oakajee Port & Rail 
（オーストラリア）

Hernic Ferrochrome
（南アフリカ）

Kintyre
（オーストラリア）

Gresik 
（インドネシア）

Warkworth/Coal & Allied
（オーストラリア）

BMA
（オーストラリア）

Weda Bay
（インドネシア） Antamina

（ペルー）

IOC
（カナダ）

West McArthur
（カナダ）

Marathon
（カナダ）

JCU
 (Japan Canada Uranium)

（カナダ）AREVA Mongol
（モンゴル）

大平洋金属
（日本）

Escondida
（チリ）

CAP（チリ）

Los Pelambres
（チリ）

Anglo American Sur S.A.
(Los Bronces, etc)

（チリ）

Quellaveco
（ペルー）

Albras
（ブラジル）

Mozal
（モザンビーク）

■石炭
■鉄鉱石
■ステンレス原料

■銅
■アルミニウム
■ウラン

■プラチナ系貴金属
○ 既存プロジェクト
☆ 探査・探鉱・開発プロジェクト

フルヤ金属
（日本）

CMP（チリ）

金属グループのバリューチェーン

金属資源分野の展開

資 源 原料調達 製 造 加工・流通販売 最終需要家
鉄
鋼
原
料
・
製
品

非
鉄
原
料
・
製
品

原料炭・一般炭・鉄鉱石
BMA（原料炭）IOC（鉄鉱石）
CMP（鉄鉱石）Warkworth（一般炭）
Clermont（一般炭） 他

銅・アルミ・PGM・ステンレス原料 他 

Mitsubishi Corporation RtM International
三菱商事 RtM ジャパン

鉄スクラップ
三井物産メタルワン建材

Mitsubishi Corporation RtM International
三菱商事 RtM ジャパン
Triland Metals

高炉メーカー
電炉メーカー

薄板・厚板、鋼管
特殊鋼＆線材、形鋼 他

銅線・伸銅メーカー
圧延・鋳造メーカー
貴金属メーカー 、製錬メーカー 他

地金、非鉄製品
ステンレス製品 他

メタルワン
　五十鈴　玉造　CANTAK
　MC TUBULAR PRODUCTS
　サステック　Coilplus　MSAT
　ISTW　IWWI　他

部品メーカー　
　DMET、 Hirotec Australia

Mitsubishi Corporation RtM International
三菱商事 RtM ジャパン
　TATA TOYO RADIATOR
　T.RAD Czech s.r.o
　青島東洋熱交換器
　東洋熱交換器（中山） 他

造船メーカー
石油・ガス会社
電力会社
建設会社
自動車メーカー
機械メーカー
家電メーカー
製缶メーカー
電線メーカー
飲料メーカー
宝飾メーカー

資源投資 トレーディング（流通・加工・販売等）

Anglo American Sur（銅）Escondida（銅）
Los Pelambres（銅）Antamina（銅）
Mozal（アルミ）Boyne（アルミ）
Marathon（PGM）Hernic（クロム）他

メタルワンでは、国内および世界各地に
140拠点以上の販売ネットワークを有し、
保管、鋼材加工、納入管理など総合的な
サービスを提供

金属資源トレーディング 事業の統括子会
社（Mit sub ish i  Corporat ion R t M 
International Pte.）をシンガポールに設立  

MDP が参画するオーストラリアの BMA
（BHP Billitonとの石炭合弁事業体）でより
効率的な生産の下、増産を推進中

チリのエスコンディダ銅鉱山は、年間100
万トン超の銅を産出し、今後50年以上の操
業が可能な埋蔵資源を有する世界最大の
銅鉱山
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機械グループ
機械グループは、「産業機械」「船舶」「防衛・宇宙」「自動車」

の各領域において、工作機械、農業機械、建設機械、鉱山機械、
エレベーター、エスカレーター、船舶、宇宙航空関連機器、自動車
などの幅広い分野の機械を取り扱っています。

多種多様な業界・顧客・メーカー・パートナーとの接点やこ
れまで築き上げたネットワーク、それぞれの分野における知見

を活かして市場や顧客のニーズをつかみ、ビジネス環境の変
化に対応しながら、世界各国でビジネスを展開しています。

機械の販売から金融、物流、さらには事業投資へとバリュー
チェーンの拡大を図り、既存事業の強化と、将来の基盤となる
新たな事業の創出に取り組んでいます。

機械グループの取り組み

船舶・宇宙航空事業
本部

■ 船舶・海洋資源開発関連特殊船・
    舶用機械などの取引、 
    ファイナンス、船舶保有事業

■ 防衛関連機器の販売

■ 衛星画像データ処理・加工・販売

自動車事業本部

■ 海外現地生産・販売事業

■ 海外販売金融、アフターセールスなどの
    関連事業

■ 自動車輸出（完成車・組立部品・補用部品）

産業機械事業本部
■ エレベーター、エスカレーターの販売・保守事業

■ 工作機械、農業機械、建設機械、鉱山機械の販売

■ 機器レンタル事業

いすゞ 事業本部

■ 海外現地生産・販売事業

■ 海外販売金融、アフターセールスなどの
    関連事業

■ 自動車輸出（完成車・組立部品・補用部品）

レンタルのニッケンを通じ、建設・産業関連機械を中心
にレンタル、販売を行っています

当社も出資参画し2014年就航の
最新鋭さやえんどう型LNG船

（提供：三菱重工業）（上）

高分解能光学衛星「GeoEye-1」（右）
©DigitalGlobe, Inc.

アウトランダーPHEV（写真）など、電動車の普及を通じ、
環境に優しい持続可能な社会の実現に貢献していきます

タイ事業における主力製品の一つであるいすゞ製ピック
アップトラック D-MAX

20



組織　4本部（13部・1室）　
機械グループCEOオフィス、機械グループ管理部、機械グループ付事業開発推進室
■産業機械事業本部　エレベーター事業部、産業設備事業部、建設機械・レンタル事業部　■船舶・宇宙航空事業本部  船舶部、
船舶海洋・ガス船事業部、宇宙航空機部　■自動車事業本部　自動車アセアン・南西アジア部、自動車北アジア部、自動車
欧州・中東・アフリカ部、自動車米州・豪州部　■いすゞ事業本部  いすゞアセアン部、いすゞ欧阿中東・米豪部、いすゞアジア部

船舶事業
船舶・海洋資源開発関連特殊船に関する保
有・運航事業やファイナンス事業、トレーディ
ング事業などのバリューチェーンを構築し、
船舶関連事業をグローバルに展開
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化学品グループ
化学品グループでは、石化原料、工業塩、肥料などを扱う汎用化学品

分野、プラスチックとウレタン原料、合成ゴム、化粧品原料などの機能商
品群を扱う機能化学品分野、そして、食品化学、医・農薬などのライフ
サイエンス分野において事業を展開しています。主要マーケットとして、
石油化学、化学薬品、エネルギー、自動車、建築、塗料・接着剤、電気・
電子・半導体、通信機器、繊維、肥料・農薬、農業・畜産、食品・食料、
医薬・医療品、流通など多岐の業界にわたってさまざまな商品とサー
ビスを提供し、豊かな社会の実現に貢献しています。
  「衣・食・住」のあらゆる生活の場面に関わりの深い化学産業の特性

を活かし、情報発信源としての役割を担って世界中にバリューチェーン
を展開しています。

組織　4本部（16部）　
化学品グループCEOオフィス、化学品グループ管理部、フェニックス部、サウディ石化事業部
■汎用化学品第一本部  オレフィン・アロマ部、石化中間原料部、ポリエステル原料部、クロールアルカリ部　■汎用化学品
第二本部  メタノール部、アンモニア部、肥料部、無機原料部　■機能化学品本部  合成樹脂部、塩化ビニール部、機能材料部、
スペシャリティーケミカル部　■ライフサイエンス本部  バイオ・ファインケミカル部、生化学製品部

Metanol de Oriente, 
METOR, S.A. (METOR) 
ベネズエラ石油化学公社、
三菱ガス化学他との合弁に
より、1992年3月設立。安
価天然ガスをベースにメタ
ノールを生産し、主に欧米
向けに販売している
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包装資材

建築内装材

塗料・接着剤

自動車
家電
IT・通信

化粧品・洗剤

肥料

繊維

医薬・農薬

食品

パラキシレン　PC AROMATICS

メタノール　METOR

アンモニア

塩ビ原料

燐鉱石 FOSFATOS

塩化加里

エタノール

販売会社

化学肥料／化成肥料
三菱商事アグリサービス　
エムシー・ファーティコム

ポリエステル繊維
PET樹脂

ポリエチレン樹脂
SHARQ

半導体ケミカル／電池原料／砥材、砥石
TOSOH HELLAS

合成ゴム・機能性樹脂／塗料・接着剤
三菱商事ケミカル
THAI CHEMICAL

合成樹脂製品
三菱商事プラスチック／吉比化成
RIMTEC／TRI PACK／中央化学／DM Color

農薬原体・中間体　力菱ファインケミカル　DECCAN

バイオ医薬品　FUJIFILM Diosynth Biotechnologies 
酒石酸　CASTELLO

マルチトール・ソルビトール
（甘味料）
MTIS・STBC

工業樹脂

塩化ビニール（PVC）工業塩　ESSA海洋
資源

原油

鉱産
資源

植物
資源

天然
ガス

ナフサ エチレン
ベンゼン
キシレン エチレングリコール　SHARQ

製品市場

製造会社

原　料
汎用化学品第一本部 機能化学品本部

汎用化学品第二本部
ライフサイエンス本部

甘味料・医療食・酵母エキス・調味料
三菱商事フードテック／MCフードスペシャリティーズ／興人ライフサイエンス

SHARQ
（サウジアラビア）

石化事業

TOSOH HELLAS
（ギリシャ）
電池原料事業

CASTELLO
（スペイン）

酒石酸塩類製造事業

TRI PACK
(パキスタン)

フィルム製造事業 DECCAN
（インド）

農薬原体・中間体受託製造事業

PC AROMATICS
（マレーシア）
石化原料事業

MTIS
（タイ）

マルチトール製造事業

THAI CHEMICAL
（タイ）

可塑剤・接着剤製造事業

力菱ファインケミカル
（中国）

農薬原体・中間体製造事業

STBC
（インドネシア）

ソルビトール製造事業

Fermentech Indonesia
（インドネシア）

核酸・カードラン製造事業

ESSA
（メキシコ）
製塩事業 METOR

（ベネズエラ）
メタノール製造事業

FOSFATOS DEL PACIFICO
（ペルー）

燐鉱石採掘・珪藻土煉瓦製造事業

RIMTEC
（米国）

塩ビコンパウンド製造事業

DM Color
（メキシコ）

樹脂コンパウンド製造事業

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies U.S.A.
（米国）

バイオ医薬品受託製造事業

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK
（英国）

バイオ医薬品受託製造事業

● 汎用化学品第一・第二本部 ● 機能化学品本部・
ライフサイエンス本部

化学品グループのバリューチェーンと事業投資先

主な海外事業投資先（製造会社）

PC Aromaticsは、パラキシレン54万トン／年、
ベンゼン20万トン／年の製造能力を持つマ
レーシアと日本の合弁事業

中央化学は日系のプラスチック食品容器メー
カーとしては、唯一中国で製造拠点を5カ
所保有し、事業拡大を行っている

MCフードスペシャリティーズは、高品質な
調味料素材や食品素材を提供する国内トッ
プクラスの食品化学メーカー

SHARQの生産能力は、エチレングリコール
205万トン／年、ポリエチレン155万トン／年
で単一工場としては世界最大級の規模
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生活産業グループ
生活産業グループは、食料、衣料、生活消費財、医材などを、

流通・小売・外食事業などを通じて消費者の皆さまにお届け
する事業展開を推進しています。当グループの強みは、川上の
原料調達から川下の小売に至るまで、産業全体を見据えた事
業展開を行っていることです。国内外の拠点・関係会社を通じ

て、消費者のニーズを捉えた商品やサービスを提供し、社会に
貢献しています。また、多様で豊かな消費生活を支え、商品や
サービスの「安心・安全」にも高い意識を持って取り組んでい
ます。

生活産業グループの取り組み

リテイル本部

■ 食品、衣料品、家具・インテリア、雑貨などの販売
■ 消費者向け各種商材・サービスの開発・流通
■ マーケティング事業、

ポイント・決済関連サービス事業

生活商品本部

■ 加工食品、低温食品、菓子、酒類、ペットフード、
紙製品、包装資材、製紙原料、タイヤ、衣料、
履物、雑貨などを取り扱い、各分野において
製造加工・供給・中間流通事業を展開

■ 病院向けアウトソースサービス、医療機器輸入
販売、福祉用具レンタルなどの医療・介護関連
事業を展開

海外市場本部
■ 新興市場における新規ビジネスの

企画・実行・推進
■ 英国を中心とした欧州食品事業の展開

生活原料本部

■ 穀物・米・青果物・油脂・水産物・糖質・飼料・畜産物・
飲料原料・乳製品・住宅資材などを取り扱い、
生産・集荷から製造・加工の事業まで取り込む
ことで、国内外の実需者への安定供給を担う
事業基盤を構築

インドネシア小売最大手の1社アルファグループが展開する
「アルファマート」

三菱食品が委託を受ける食品スーパー最大手
ライフコーポレーション向け専用配送センター

Cermaq Norway 社 サーモン海面養殖場

お客さまや地域の声に応えるため、新しい店舗にチャレ
ンジするローソン
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組織　4本部（20部・1室）　
生活産業グループCEOオフィス、生活産業グループ管理部
■海外市場本部　インドネシア部、中国・東南アジア部、新市場部　■リテイル本部　食品リテイル部、衣料・生活用品部、
商品開発部、リテイルサポート部　■生活商品本部　食品流通部、紙・パッケージング部、アパレル部、S.P.A.衣料部、タイヤ・消費財部、
ヘルスケア部　■生活原料本部　農産油脂部、穀物部、水産部、糖質部、飼料畜産部、酪農飲料部、住宅資材部、鮭鱒養殖事業室

Princes（英国）
三菱商事が100%出資する
英国の食品・飲料製造販売
会社Princesは、欧州市場に
おける事業の拡大を進行中
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環境・ＣＳＲ
三菱商事では、環境・CSR への取り組みを経営の最重要課

題の一つとして認識し、事業活動のあらゆる面において持続可
能な社会の実現を目指した取り組みを積極的に進めています。

企業理念である「三綱領」を全ての企業活動の土台として、
事業活動の目的やその在り方、人権の尊重、地球環境への配
慮などを「企業行動指針」、「環境憲章」、「社会憲章」に定め、こ

れらに立脚した事業活動を推進しています。
地球環境および社会の課題は、年を追うごとに変化していま

す。幅広い産業を事業領域とする三菱商事では、ステークホル
ダーの要請や期待を踏まえ、事業活動を通じて日本や世界の
課題解決に貢献しながら、「継続的企業価値」の創出を目指し
ます。

2014 年には、障がい者スポーツへの支援を
さらに充実させるため、「DREAM AS ONE.」
プロジェクトを開始。障がい者スポーツの裾野
を広げ、認知・理解を高めることを目指してい
ます。スポーツ教室やイベントの開催、競技大
会への協賛に加え、障がい者スポーツについ
てのボランティア養成講座も定期的に開催し、
社員のボランティア参加を促進しています。

三菱商事は日本障がい者
スポーツ協 会（JPSA）の
オフィシャルパートナーです。

CPサッカー（日本脳性まひ７人制サッカー）のU-19強化選手を対象としたサッカークリニック
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東日本大震災発生直後から復興支援活動を開始し、４年間総額100億円
を拠出。２０１５年には今後５年間の活動資金として３５億円を追加しました。
社員ボランティア活動（2011年4月から2015年6月までに約3,750名
の社員が参加）を継続するとともに、「三菱商事復興支援財団」（公益財団
法人）を通じて、奨学金の給付や産業復興・雇用創出支援に取り組み、福
島県で果樹農業６次産業化プロジェクトを推進するなど三菱商事の事業
知見を活かした活動を行うことで、東北地方の創生に貢献していきます。

投融資案件の審議に際しては、経済的側面だけでなく、ＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）
の観点を重要視し、総合的に審議・検討を行っている他、グローバルベースでCO2

削減にも努めています。さらに、サプライチェーン・マネジメントの一環として、取引
先関係者と「サプライチェーンにおけるＣＳＲ行動ガイドライン」を共有するとともに、
継続的にアンケート調査や現地視察を実施しています。ビジネスの推進に当たって
も、地域社会との対話や環境負荷の低減に努めています。

ＥｓＧ管理

2008年3月に社外有識者をメンバーとする環境・ＣＳＲアドバイザリーコミッティーを
設置し、頂いたご意見を三菱商事の環境・ＣＳＲ施策やステークホルダーとのコミュニ
ケーションに反映させています。

環境・Ｃｓｒアドバイザリーコミッティー

1973年に専門部署を設けて活動を開始。「地球環境」「福祉」「教育」「文化・芸術」「国際交流」の分野を中心に、世界各地の社員が自発的に参加
して汗を流すとともに、継続して活動に取り組むことを重視しています。

社会貢献活動

東日本大震災復興支援

米国で子会社のDiamond Generating Corporationが
推進している風力発電事業

果樹農業６次産業化プロジェクト

「母と子の自然教室」
ひとり親家庭の母子を対象とした、人や自然とのふれあ
いを体験するキャンプ。1974 年から継続しており、多く
の社員ボランティアが参加しています。

「三菱商事米州財団 / 三菱商事欧州アフリカ基金」
三菱商事米州財団（ＭＣＦＡ）および三菱商事欧州アフリ
カ基金（ＭＣＦＥＡ）を通じ、環境保全活動や貧困問題解決
に向けて取り組む団体を支援しています。

「熱帯林再生実験プロジェクト」
短期間で自然林に近い生態系をよみがえらせることを目
指し、1990 年にマレーシアでプロジェクトを開始。ブラ
ジル、ケニア、インドネシアでもプロジェクトに取り組ん
でいます。

三菱商事復興支援財団ホームページ　http://mitsubishicorp-foundation.org

企業理念「三綱領」の下、三菱商事は、事業活動を通じて地球環境の維持や地域社会
の発展に貢献していくことを目指しています。特に低炭素社会の実現や水問題の解決
に向けては、地球環境・インフラ事業グループを中心に、新エネルギー、環境・水事業、
スマートコミュニティー開発などに取り組んでいます。

事業を通じた取り組み

環境・ＣＳＲアドバイザリーコミッティー
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委員の構成（2015年度）
▪社外委員（6名） 
伊藤 邦雄（社外委員）
加藤 良三（社外取締役）
今野 秀洋（社外取締役）
橘・フクシマ・咲江（社外取締役）
西山 昭彦（社外取締役）
國廣 正（社外監査役）

▪社内委員（3名） 
小島 順彦 ※（取締役会長）
小林 健（社長）
鍋島 英幸（常任監査役）

▪社内委員（4名） 
小島 順彦 ※（取締役会長）
小林 健（社長）
槙原 稔（特別顧問）
佐々木 幹夫（相談役）

選任・解任、報酬（枠）の決定

執行役員の
選任・監督

【業務執行体制】

経営上の重要事項の付議
業務執行の報告

諮問

提言

報告

監査 会計監査

監査・報告

選任・解任、報酬（枠）の決定 選任・解任

開示委員会
コンプライアンス委員会
環境・CSR委員会
投融資等諮問委員会

安全保障貿易管理委員会 など

内部統制関連の主な委員会

監査役、監査部、会計監査人の連携

内部統制関連の
各種制度・施策の立案、
周知徹底

社長
監 査 部

コーポレートスタッフ部門

社長室会

監査役・監査役会

株主総会

取締役会 会計監査人

ガバナンス・報酬委員会
国際諮問委員会

業務執行組織（営業部門他）

ガバナンス・報酬委員会

国際諮問委員会

※は委員長

※は委員長

コーポレート・ガバナンス、内部統制システム
三菱商事は、「三綱領（所期奉公、処事光明、立業貿易）」を企

業理念とし、独立役員（社外取締役 5 名・社外監査役 3 名）の
選任、執行役員制度の導入、社外役員・社外委員を中心とする
取締役会の諮問委員会（ガバナンス・報酬委員会、国際諮問委
員会）の設置などにより、コーポレート・ガバナンス体制の改善・
強化に努めています。

また、法令・定款に適合し、かつ、適正に業務を遂行するため
に、「効率的な職務遂行」、「コンプライアンス」、「リスク管理」、「財
務報告」、「情報の管理・保存」、「連結経営における業務の適正
確保」、「監査、モニタリング」、「監査役」などの内部統制システム
の継続的な改善・向上に努めています。

委員の構成（2015年度）
▪社外委員（9名） 
エルミニオ・ブランコ・メンドーサ（元商務長官（メキシコ））
ジョセフ・S・ナイ（ハーバード大学特別功労教授、オマーン国王国際関係学教授（米国））
ラタン・N・タタ（タタトラスツ会長（インド））
ジョージ・ヤオ（ケリー・ロジスティクス会長（シンガポール））
ハイメ・アウグスト・ゾーベル・デ・アヤラⅡ　

（アヤラコーポレーション会長CEO（フィリピン））
ジョン・ボンド卿（KKRアジア会長（英国））
二アール・フィッツジェラルド・KBE（元ユニリーバ会長（アイルランド））
加藤 良三（社外取締役）
今野 秀洋（社外取締役）
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報告指揮・命令

報告・相談指揮・命令

通報・相談

報告・相談指揮・命令

三菱商事

子会社･関連会社

任命

報告

報告

通報・相談
報告・相談指揮・命令

報告・相談

（対象：あらかじめ登録された国内子会社）

任命

チーフ・コンプライアンス・オフィサー

社　長

グループCEO、地域統括

内部通報制度
コンプライアンス目安箱（相談窓口）

監査部かんさ･ほっとライン（相談窓口）

社外弁護士目安箱（相談窓口）

内部通報制度

コンプライアンス・オフィサー
グループ・コンプライアンス・オフィサー

国内支社コンプライアンス・オフィサー

海外地域コンプライアンス・オフィサー

コンプライアンス委員会
委員長：チーフ・コンプライアンス・オフィサー

事務局：法務部コンプライアンス総括室

社　員

組織（場所・本部・部・BUなど）の長

報告・相談

コンプライアンス・オフィサー上　長

社　員

三菱商事グループ弁護士目安箱（相談窓口）

報
告・相
談

コンプライアンス
三菱商事は、企業理念である「三綱領」に基づき、「企業行動

指針」や「三菱商事役職員行動規範」をはじめとする各社内規程
を制定し、全役職員の義務としてコンプライアンスを最優先に営
業活動に取り組んでいます。コンプライアンス・オフィサー制度
を導入し、各部門・グループおよび国内外の各地域にコンプラ
イアンス・オフィサーを置いて、日常業務におけるコンプライア
ンスを実践しています。

2009 年度以降は、毎年「三菱商事役職員行動規範」に関連し
た事例演習を交えた e ラーニングを受講後に全役職員から規範
遵守の誓約書を取り付けており、その後、子会社・関連会社にも

導入しています。さらに、コンプライアンス関連セミナーの実施、
身近に起こり得る事例を題材に職場単位で話し合うコンプライア
ンス・ディスカッションの実施、冊子型のQ&A事例集の配布など、
各種施策を連結ベースで行っています。これにより、三菱商事全
役職員はもとより、子会社・関連会社の社員一人ひとりに至るま
でコンプライアンス知識と意識の浸透・徹底を図っています。

全役職員を挙げてのコンプライアンス活動は、あらゆる企業
活動の前提となるものであり、連結ベースでの企業価値向上を
実現するための最重要施策の一つと捉え、今後もコンプライア
ンス施策のさらなる充実・強化を図っていきます。

29



三菱商事ウェブサイト

三菱商事の事業活動や環境・CSR、投資家情報、採用
情報など詳しくはウェブサイトをご参照ください。

http://www.mitsubishicorp.com

ＭＣライブラリー
「会社紹介ビデオ」をはじめ、社会貢献活動や歴史、広告
など、さまざまなコンテンツを掲載しています。

http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/mclibrary

コーポレートデータ
2015 年 3 月31日現在

社名
三菱商事株式会社（証券コード：8058）

創立
1954年7月1日

（設立 1950年4月1日）

資本金
204,446,667,326円
　
発行済株式総数
1,624,036,751株

上場証券取引所
東京、名古屋、ロンドン

本店所在地
三菱商事ビルディング
〒100-8086 東京都千代田区丸の内
二丁目3番1号

（登記上の住所）

丸の内パークビルディング
〒100-8086 東京都千代田区丸の内
二丁目6番1号

従業員数
連結 71,994名

（三菱商事単体および連結子会社従業員数）

単体 5,637名

連結対象会社数
614社　

（子会社にて連結される会社数は含まれていません）
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三菱商事ウェブサイト

三菱商事の事業活動や環境・CSR、投資家情報、採用
情報など詳しくはウェブサイトをご参照ください。

http://www.mitsubishicorp.com

ＭＣライブラリー
「会社紹介ビデオ」をはじめ、社会貢献活動や歴史、広告
など、さまざまなコンテンツを掲載しています。

http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/mclibrary




