
平成24年度
定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

本記載事項（（ご参考）を除く）は、監査役及び会計監査人が
監査報告を作成する際に行った監査の対象に含まれています。

■事業報告
　内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）
　会計監査人に関する事項

■連結計算書類
　オペレーティング・セグメント情報（ご参考）
　連結キャッシュ・フロー計算書（ご参考）
　注記

■計算書類
　注記
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■事業報告
内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）
（会社法第362条第4項第6号）

三菱商事は、法令・定款に適合し、かつ、適正に業務を遂行するために、以下のとおり内部統制システムを
構築・運用し、継続的に改善・向上に努めています。

〈効率的な職務遂行〉
社長は、経営の基本方針を示し、具体的な経営目標を定めるとともに、経営計画を策定して効率的に目標
の達成に当たっています。経営目標を最も効率的に達成するよう柔軟に組織編成を行い、適材を配置する
ほか、組織の指揮命令系統を明確にし、目標達成に必要な範囲で各組織の長及び所属員に権限を付与し、
随時報告を求めています。

〈コンプライアンス〉
コンプライアンス、すなわち、法令を遵守し、社会規範に沿った行動をとることを職務遂行における最優
先事項と位置付け、企業理念の浸透を図るとともに、コンプライアンスに関する基本事項を定めた役職員
行動規範を制定し、周知徹底を図っています。
コンプライアンスを推進するために、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを統括者とする社内横断的
な体制を構築するとともに、各種法令に関する研修の実施など、予防・是正措置を講じています。
コンプライアンスに係る状況については、各組織から報告を受ける体制のほか、内部通報の制度も設けて
おり、これらを通じ課題の把握と情報共有を行い、取締役会へも定期的に報告を行っています。

〈リスク管理〉
職務遂行に伴うリスクについては、信用リスク、市場リスク、事業投資リスク、カントリーリスク、コンプ
ライアンスリスク、リーガルリスク、情報管理リスク、環境リスク、自然災害リスク等、様々なリスクの類
型を定め、類型ごとに責任部局を設け、リスク管理のための方針・体制・手続を定めています。新たに発
生したリスクについては、速やかに責任部局を定めて対応します。
個別案件の取組においては、担当部局の責任者が、全社的な方針・手続に沿って、案件ごとにリスクとリ
ターンを分析・把握の上、所定の決裁権限に従って意思決定を行い、推進・管理しています。
個別案件ごとのリスク管理を行うほか、定量的に把握可能なリスクについては、三菱商事としての全体的
なリスク状況を把握し、必要に応じ見直しの上、適切な管理を行っています。

〈財務報告〉
財務諸表の適正かつ適時な開示のために、会計責任者を置いて、法令及び会計基準に適合した財務諸表
を作成し、開示委員会での討議・確認を経て開示しています。
財務報告に係る内部統制については、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度に従って、統制活動の推
進、モニタリングの実施などを行い、内部統制の有効性確保のための取組を連結ベースで進めています。
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〈情報の管理・保存〉
職務遂行に関する情報については、管理責任者が、内容の重要度に応じて個々に情報を分類して利用者
に取扱いを指示し、情報セキュリティの確保及び効率的な事務処理と情報の共有化に努めています。
管理責任者は、法定保存文書及び会社が定める内部管理上の重要な情報については、所定の期間保存し
ます。定めのない情報については、管理責任者が保存の要否及び期間を定め保存しています。

〈連結経営における業務の適正確保〉
子会社・関連会社ごとに管理担当部局を定め、毎年、各社の業績や経営効率などを定量的に把握し、さら
に、コンプライアンスやリスクマネジメントなどの定性的な課題についても把握に努めています。
子会社・関連会社に対しては、役員派遣、合弁契約締結、議決権行使などを通じて、業務の適正確保を図
るほか、各社が持続的な成長を実現できるよう諸施策を講じ、連結ベースでの企業価値向上を目指してい
ます。

〈監査、モニタリング〉
各組織の職務遂行をより客観的に点検及び評価するために、内部監査組織を設置し、定期的に監査を行っ
ています。

〈監査役〉
監査役は、取締役会及び重要な経営会議に出席して意見を述べるほか、取締役・使用人等と意思疎通を
図って情報の収集・調査に努め、取締役・使用人等はこれに協力しています。
一定額の損失発生や重大な問題が発生するおそれがある場合は、担当部局の責任者は所定の基準・手続
に従い、速やかに監査役に報告しています。
監査役の監査の実効性を高めるために、監査役の職務遂行を補助する組織を設置し、職務補助者の評価・
異動などの人事に際しては、監査役の意見を尊重するなど、独立性の確保に留意しています。
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会計監査人に関する事項

1．三菱商事の会計監査人の名称　有限責任監査法人トーマツ

2.平成24年度に係る会計監査人の報酬等の額

支払額

公認会計士法（昭和 23 年法律第 103 号）第 2 条第 1 項の業務に係る報酬等の額（注1） 　　817

公認会計士法第 2 条第 1 項以外の業務に係る報酬等の額（注2） 　　  32

三菱商事の平成 24 年度に係る会計監査人の報酬等の額 合計 　  849

三菱商事及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額（注3）  2,189

（注1） 公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項に規定する業務に係る報酬等は、会社法及び金融商品取引法に基づく監査証明、並
びに米国において一般に公正妥当と認められた会計基準に基づき作成した英文財務諸表に係る監査証明に対する報酬等です。

（注2） 公認会計士法第2条第1項以外の業務に係る報酬等とは、三菱商事の研修及び海外税務申告業務などに対する報酬です。
（注3） 一部の子会社については、三菱商事の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者

を含む）の監査を受けています。

（単位 ： 百万円）

（百万円未満四捨五入）

3.会計監査人の解任・不再任の決定方針
三菱商事では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役の全員の
同意に基づき監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合、解任後最初に招集される株主総会において、監査
役会が選定した監査役から、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告する方針です。
また、三菱商事では、会計監査人の業務執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案して再任しないことが適切であると
判断した場合は、監査役会の同意を得た上で、取締役会において、当該会計監査人を不再任とし、新たな会計監査人を
選任する議案を株主総会あてに提出することにつき、決定する方針です。
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（単位 ： 百万円）

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 合計 その他 調整・消去 連結金額

平成 24 年度

売 上 総 利 益 56,006 52,811 133,602 194,583 92,109 464,865 993,976 37,962 △ 2,281 1,029,657

持分法による投資損益 16,512 72,195 18,537 20,213 13,724 22,788 163,969 △ 75 380 164,274

当社株主に帰属する当期純利益 24,963 142,376 36,910 61,895 22,627 67,537 356,308 7,627 △ 3,907 360,028

総 資 産 1,027,218 1,909,013 4,145,036 1,972,989 916,614 2,612,950 12,583,820 3,351,739 △1,524,894 14,410,665

売上高
（1）外部顧客に

対する売上高 214,894 4,955,765 4,003,543 2,473,363 2,380,238 5,555,728 19,583,531 625,126 △ 1,474 20,207,183

（2）セグメント間
の内部売上高 19,406 8,359 3,860 6,157 16,634 8,432 62,848 40,561 △ 103,409 −

合計 234,300 4,964,124 4,007,403 2,479,520 2,396,872 5,564,160 19,646,379 665,687 △ 104,883 20,207,183

平成 23 年度

売 上 総 利 益 45,400 61,828 267,553 161,849 86,564 462,996 1,086,190 43,561 △ 1,891 1,127,860

持分法による投資損益 9,157 71,939 38,324 22,406 17,968 25,792 185,586 7,388 △ 556 192,418

当社株主に帰属する当期純利益 14,216 120,639 170,636 49,763 37,085 56,642 448,981 3,557 △ 194 452,344

総 資 産 864,500 1,594,140 3,571,003 1,655,475 806,218 2,383,577 10,874,913 2,720,506 △1,007,099 12,588,320

売上高
（1）外部顧客に

対する売上高 170,982 4,554,997 4,396,774 2,293,857 2,207,119 5,442,466 19,066,195 1,062,829 △ 2,703 20,126,321

（2）セグメント間
の内部売上高 19,647 9,473 2,779 14,659 11,468 8,223 66,249 36,366 △ 102,615 −

合計 190,629 4,564,470 4,399,553 2,308,516 2,218,587 5,450,689 19,132,444 1,099,195 △ 105,318 20,126,321

（注）1. 売上高については、日本の投資家の便宜を考慮して、日本の会計慣行に従い表示しています。なお、売上高は当社及び連結子会社が契約当事者
又は代理人等として行った取引額の合計となっています。     

2.「その他」は、主に当社及び関係会社に対するサービス及び業務支援を行うコーポレートスタッフ部門などを表しています。また当欄には、各オペ
レーティング・セグメントに配賦できない、財務・人事関連の営業活動による収益及び費用も含まれています。   
総資産のうち「その他」の項目に含めた全社資産は、主に財務・投資活動に係る現金・預金及び有価証券により構成されています。

3.「調整・消去」には、各オペレーティング・セグメントに配賦できない収益及び費用やセグメント間の内部取引消去が含まれています。 
4.当社は、平成24年４月１日付けで、「新産業金融事業」及び「機械」の一部事業を、「その他」へ移管したため、関連する各々のセグメントの平成

23年度について組替再表示しています。
5.「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項」「重要な会計方針等に関する注記（平成24年度）」「６．過年度連結計算書類の遡及的な調

整」に記載のとおり、平成23年度については遡及的に調整しています。      
     

■連結計算書類
オペレーティング・セグメント情報（ご参考）  〈米国の会計基準により作成〉

（百万円未満四捨五入）

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類



5

科　　　　目 平成24年度
（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）

平成23年度
（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

営 業 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ・ フ ロ ー
非支配持分控除前当期純利益
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
　減価償却費等
　貸倒引当金繰入額
　有価証券損益
　固定資産損益
　持分法による投資損益（受取配当金控除後）
　繰延税金
　営業活動に係る資産・負債の増減
　　短期運用資産
　　売上債権
　　たな卸資産
　　仕入債務
　その他−純額

営業活動によるキャッシュ ･ フロー

投 資 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー
有形固定資産等の取得による支出
有形固定資産等の売却による収入
関連会社等への投資及び貸付による支出
関連会社等への投資の売却及び貸付金の回収による収入
売却可能有価証券及びその他の投資の取得による支出
売却可能有価証券及びその他の投資の売却及び償還による収入
貸付の実行による支出
貸付金の回収による収入
定期預金の増減−純額

投資活動によるキャッシュ ･ フロー

財 務 活 動 に よ る キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー
短期借入金の増減−純額
長期借入債務による調達
長期借入債務の返済
親会社による配当金の支払
子会社による非支配持分に対する配当金の支払
非支配持分からの子会社持分追加取得等による支払
非支配持分への子会社持分一部売却等による受取
その他−純額

財務活動によるキャッシュ ･ フロー

現金及び現金同等物に係る為替相場変動の影響額
現金及び現金同等物の純増減額
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高

387,994

157,405
5,827

△34,132
24,436

△29,658
△7,066

638
64,760

△100,478
5,150

△71,563

478,796

145,428
6,524

△21,968
7,085

△48,277
37,779

△360
△285,469
△95,387
255,880
70,663

403,313

△577,961
45,304

△420,990
166,120

△80,819
169,875

△198,252
148,503
△4,257

550,694

△412,991
49,038

△899,801
108,668

△144,228
171,588

△118,644
162,888

△17,431
△752,477

△147,553
1,385,319
△728,347
△95,503
△14,584

△893
2,858

390

△1,100,913

257,898
995,932

△532,937
△116,802
△20,870
△2,440
17,385

893
401,687

40,281

599,059

△4,631
92,804

1,252,951
44,209

1,208,742
1,345,755 1,252,951

（単位 ： 百万円）

（百万円未満四捨五入）
（注）「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項」「重要な会計方針等に関する注記（平成 24 年度）」「６．過年度連結計算書類の遡及的

な調整」に記載のとおり、平成 23 年度については遡及的に調整しています。      
 

連結キャッシュ・フロー計算書（ご参考）  〈米国の会計基準により作成〉
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注記
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
重要な会計方針等に関する注記（平成24年度）
1. 連結計算書類の作成基準

当連結計算書類は、会社計算規則第120条の2第1項の規定により、米国において一般に公正妥当と認められた会計基準による用語、
様式及び作成方法に準拠して作成しております。ただし、同項後段の規定に準拠して、米国において一般に公正妥当と認められた会計基
準により要請される記載及び注記の一部を省略しております。

2. 連結の範囲及び持分法の適用の範囲

3. 主要な連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更

4. 主要な連結子会社及び持分法適用関連会社

平成24年度末現在 平成23年度末現在 増減
連 結 子 会 社 419 381 38
持 分 法 適 用関 連 会 社 208 213 △5
連 結 対 象 会 社 合 計 627 594 33

連 結 子 会 社 
［新規］

北米三菱商事会社
MC FINANCE AUSTRALIA PTY LTD
DIAMOND GERMANY 1. TRANSMISSION GMBH
MCX EXPLORATION (USA), LLC
米久株式会社（持分法適用関連会社より区分変更）

［除外］ MCX EXPLORATION (USA), LTD.
（MCX EXPLORATION (USA), LLC に吸収合併）

持 分 法 適 用関連 会 社 ［除外］
日清オイリオグループ株式会社
北海道糖業株式会社
株式会社クリエイト・レストランツ・ホールディングス

連 結 子 会 社

北米三菱商事会社
欧州三菱商事会社
三菱商事（上海）有限公司
MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC
TRI PETCH ISUZU SALES CO., LTD.
MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY LTD
株式会社メタルワン
三菱食品株式会社

持 分 法 適 用関連 会 社 JAPAN AUSTRALIA LNG (MIMI) PTY.LTD.
株式会社ローソン

（注）連結対象会社数には、当社が直接連結経理処理を実施している会社のみ含めており、連結子会社が連結経理処理している関係会社(平成24年
度末現在 557社、平成23年度末現在 509社)はその数から除外しております。
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5. 重要な会計方針
（1）連結の基本方針並びに子会社、関連会社に対する投資の会計処理

当連結計算書類は、当社及び当社が直接・間接に議決権の過半数を所有する国内外の子会社(以下、「連結会社」)の各勘定を連結
したものです。また、連結会社は、連結会社が主たる受益者となる変動持分事業体についても連結をしております。資産について
不可分の持分を所有し、持分に比例して負債を負担する非会社組織の共同事業体について、連結会社は比例連結しております。連
結会社間の重要な内部取引並びに債権債務は、相殺消去しております。
関連会社（当社が20％以上50％以下の議決権を所有する会社、20％未満であっても重要な影響力を行使しうる会社、コーポレー
トジョイントベンチャー）に対する投資は持分法を適用しております。持分法を適用している関連会社に対する投資については、価
値の下落が一時的なものではないと判断された場合には、減損損失を認識しております。また、議決権の過半数を所有する会社に
ついても、少数株主が通常の事業活動における意思決定に対して実質的な参加権を持つ場合においては、持分法を適用しておりま
す。重要な内部取引に係る利益は、関連会社に対する持分比率に応じて相殺消去しております。
当連結計算書類の作成にあたり、決算日の異なる一部の連結子会社については12月31日から当社の決算日である３月31日まで
に終了する会計年度の財務諸表を用いております。これら子会社の決算日と連結決算日との間に、当連結計算書類を修正又は開示
すべき重要な事項はありません。

（2）外貨換算
外貨建財務諸表の項目について、海外子会社及び関連会社の資産及び負債は、それぞれの決算日の為替レートにより、収益及び費
用は、期中平均レートにより円貨に換算しております。換算により生じる為替換算調整勘定については、「累積その他の包括損益」に
計上しております。また、外貨建債権債務は、決算日の為替レートで円貨に換算し、その結果生じる換算損益は連結損益計算書の「そ
の他の損益−純額」に計上しております。

（3）現金同等物
現金同等物とは、３ヶ月以内に満期日が到来する、換金が容易で、かつ価値変動リスクが僅少な流動性の高い投資で、定期預金・
コマーシャルペーパー・債券・譲渡性預金を含めております。

（4）市場性のある有価証券及び市場性のない投資
債券及び市場性のある株式は、保有目的に従い、売買目的有価証券（公正価値で評価し、未実現評価損益は当期の損益として認識）又
は売却可能有価証券（公正価値で評価し、未実現評価損益は損益に含めず、税効果後の金額を「累積その他の包括損益」に計上）に分
類しております。
市場性のない非関連会社、すなわち顧客、仕入先及び金融機関に対する投資（優先株等を含む）は公正価値の入手が困難なため、取得
原価（「原価法投資」）で計上しております。市場性のない投資は、連結貸借対照表上の「その他の投資」に含まれております。
計上の区分は、各々の貸借対照表の日付により再評価しております。売却した市場性のある売却可能有価証券の原価については、移動
平均法によって決定しております。連結会社は、市場性のある有価証券及び市場性のない投資について定期的に減損の有無を検討し
ております。各々の投資の公正価値が投資の帳簿価額を下回り、その下落が一時的なものではないと判断された場合には、公正価値と
帳簿価額の差額について、減損損失を認識しております。また、連結会社は、売却可能有価証券と分類される市場性のある株式の公正
価値の下落が一時的か否かの判断について、市場価額が帳簿価額を下回る期間や程度、投資先の財政状態や将来の見通し、予測され
る市場価額の回復期間にわたり当該証券を保有する意思と能力の有無等を考慮して判断しております。その結果認識する減損損失は、
一時的でないと想定される下落が確認された期間の連結損益計算書上に計上されております。売却可能有価証券と分類される債券に
関して公正価値が償却原価を下回る場合において、価値の下落が一時的でないと判定する要素として、(1)企業が債券を売却する予定
がある、(2)公正価値が回復する間に企業が債券を売却する可能性が高い、若しくは(3)毀損額が全額回復する見込みがないこと、が
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挙げられます。企業に債券を売却する意思がある、若しくは売却を余儀なくされる可能性が高い場合、公正価値と償却原価の差額は
減損損失として認識されます。一方、企業に債券を売却する意思がない、若しくは売却を余儀なくされる可能性が低い中、信用毀損に
より債券の価値が下落した場合は、減損額は信用毀損部分と信用毀損以外の部分に分けられ、それぞれ損益とその他の包括損益とし
て計上されます。
市場性のない投資に関して、公正価値に重要な影響を及ぼす事象の発生や状況の変化が見られ、公正価値が下落したと評価され、そ
の下落が一時的でないと判断された場合は、当該見積公正価値まで減損を行っております。その結果認識する減損損失は、一時的で
ないと想定される下落が確認された期間の連結損益計算書上に計上されております。

（5）貸倒引当金
貸倒引当金は、債権の貸倒れによる損失に備えるため、主として過去における貸倒実績及び将来倒産確率等により、特定の債権に
ついては債権の期末残高に対する回収可能性を個別に勘案し、回収不能見込額を計上しております。長期債権については、将来の
見積キャッシュ・フローを実効利率で割り引いた現在価値、又は当該債権の市場価額あるいは担保物件の公正価値に基づき、算出
しております。

（6）たな卸資産
たな卸資産は、主として商品及び原材料からなり、移動平均法又は個別法に基づく原価、あるいは直近の再調達原価に基づく時価
のいずれか低い額により評価しております。

（7）共同支配する不動産への投資
連結会社は、他の所有者と共同支配する不動産への投資に対して持分法を適用しております。共同支配する不動産への投資は、連
結貸借対照表の「不動産共同投資」に計上しております。

（8）有形固定資産
有形固定資産は、取得原価で表示しております。鉱業権以外の有形固定資産の減価償却は、各資産の見積耐用年数に基づき、主と
して建物は定額法、機械及び装置は定額法又は定率法、航空機及び船舶は定額法によって算出しております。各資産の見積耐用年
数は主として以下のとおりです。
   建物　　　　　　　5年から40年
　機械及び装置　　　5年から40年
   航空機及び船舶　13年から25年
鉱業権の減価償却は、確認埋蔵量及び推定埋蔵量に基づき、生産高比例法を用いて算出しております。リース資産の改良に伴う費
用は、見積耐用年数又は当該資産のリース期間のいずれか短い期間で償却しております。多額の改良費及び追加投資は取得原価で
資産計上しておりますが、維持修繕費及び少額の改良に要した支出については発生時に費用処理しております。

（9）リース
連結会社は、直接金融リース、及びオペレーティング・リースによる固定資産の賃貸を行っております。直接金融リースでは、未稼
得利益をリース期間にわたり純投資額に対して一定の率で取り崩すことで認識しております。オペレーティング・リースに係る受
取リース料は、リース期間にわたり均等に認識しております。
連結会社は、種々の固定資産を賃借しております。キャピタル・リースでは、リース資産の受け渡し時における将来最低支払リー
ス料の現在価値の金額でリース資産とリース負債を認識しております。オペレーティング・リースに係る支払リース料は、リース
期間にわたり均等に認識しております。
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（10）長期性資産の減損
連結会社は、長期性資産の帳簿価額が回収できない可能性を示す事象や状況の変化が生じた場合に、その減損の有無を検討して
おります。継続して使用する長期性資産については、帳簿価額と当該資産に係る割引前の将来見積キャッシュ・フロー総額を比較
することにより、その回収可能性を検討しており、当該資産の帳簿価額が割引後の将来見積キャッシュ・フローを上回る場合には、
その資産の公正価値と帳簿価額の差額を減損損失として認識しております。これらの減損損失額は連結損益計算書の「固定資産損
益」に含まれております。また、売却による処分予定の長期性資産は、帳簿価額と、公正価値から処分費用を控除した価額のいずれ
か低い額により評価しており、減価償却の対象とはしておりません。売却以外の方法による処分予定の長期性資産は、継続して使
用する長期性資産として取り扱っております。

（11）企業結合
企業結合は、取得法により会計処理しております。連結会社は、企業結合によって取得した無形固定資産をのれんとその他の無形
固定資産に分離して認識しております。

（12）のれん及びその他の無形固定資産
のれん及び耐用年数の確定できない無形固定資産は、償却を行わず少なくとも年１回減損の判定を行っており、また、減損の発生
をもたらす可能性が高いと考えられる事象の発生や状況に変化があった場合にも減損の判定を行っております。
連結会社は、のれんについて、最初のステップとしてのれんを含む事業の帳簿価額と関連する事業の公正価値を比較します。公正
価値が帳簿価額を下回る場合には、次のステップとして減損金額を算出します。この過程においては、のれんの公正価値をのれん
から生み出される収益に基づき算出し、帳簿価額と比較します。その結果算出される差額を減損金額とします。
営業権、借地権、顧客との関係により構成される償却対象とならない無形固定資産は、それらの資産から生み出されるキャッシュ・
フローの現在価値と帳簿価額を比較して減損テストを行います。帳簿価額と現在価値との差額を減損金額とします。
ソフトウエアや製造・販売・サービス提供実施権及び商標権等により構成される償却対象となる無形固定資産は、その耐用年数に
わたり、定額法にて減価償却を行っております。

（13）石油・ガスの探鉱及び開発
石油・ガスの探鉱及び開発費用は、成功成果法に基づき会計処理しております。利権鉱区取得費用、試掘井及び開発井の掘削・建
設費用、及び関連生産設備は資産に計上し、生産高比例法により償却しております。試掘井にかかる費用は、事業性がないことが
判明した時点で、地質調査費用等のその他の探鉱費用は、発生時点で費用化しております。確認利権鉱区については、企業環境の
変化や経済事象の発生により帳簿価額の回収可能性が損なわれたと推定される場合には、減損の判定を行っております。未確認利
権鉱区については、少なくとも会計年度ごとに減損の判定を行っております。

（14）鉱物採掘活動
鉱物の探鉱費用は鉱物の採掘活動の商業採算性が確認されるまで発生時に費用認識しております。商業採算性が確認された後に
発生した採掘活動に関する費用については、鉱業権として資産計上し、確認埋蔵量及び推定埋蔵量に基づき生産高比例法により償
却しております。 
生産期に発生した剥土費用は発生した期間における変動生産費として、当該鉱業資産のたな卸資産の原価を構成しております。

（15）従業員退職金及び年金制度
連結会社は、確定給付型年金制度、確定拠出型年金制度及び退職一時金制度を採用しております。確定給付型年金制度及び退職
一時金制度に係る年金費用は、年金数理計算に基づき算定しております。
連結会社は、過去勤務債務について、主に関連する給付を受けると見込まれる従業員の平均残存勤務期間にわたり償却しております。
連結会社は、数理計算上の差異の未償却残高について、主に従業員の平均残存勤務期間にわたり償却しております。
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（16）資産除去債務
連結会社は、資産除去債務について、公正価値の合理的な見積りが可能である場合には、その発生時に公正価値で負債として認識
すると共に、関連する長期性資産を増加させております。また、認識した負債については時間の経過に伴い毎期現在価値まで増額
し、関連する長期性資産についてはその経済的耐用年数にわたって減価償却しております。

（17）株式に基づく報酬制度
連結会社は、株式に基づく報酬費用を、権利付与日の公正価値に基づき算定しており、当社取締役（社外役員は除く）、執行役員及
び従業員のうち理事の職にある者が対価としてサービスを提供する期間にわたって定額法で費用計上しております。ストックオプ
ションの公正価値は、ブラック・ショールズのオプション価格モデルにて算定しております。

（18）収益の認識基準
連結会社は、契約に関する説得力のある証拠があり、顧客に対する商品の引渡しあるいは役務の提供が完了しており、販売価格が
確定又は確定し得る状況にあり、対価の回収が合理的に確保された時に収益認識しております。

● 連結会社は、金属、機械、化学品、一般消費財等、多岐にわたる製品の製造や、資源開発を行っております。また、連結会社は、
様々な商品を取り扱っており、在庫の所有リスクを負担している場合もあれば、単に顧客の商品やその他の製品の売買をサ
ポートし、その対価として手数料を得る場合もあります。

● 連結会社は、収益の獲得のために、契約当事者あるいは代理人として活動しております。連結会社は、製造業やサービスの提
供において、契約の主たる義務者として、客先から発注を受ける前の一般的な在庫リスクを負担して販売を実施した場合は、
契約当事者として活動していると認め、「商品販売及び製造業等による収益」として対応する原価とともに総額で連結損益計算
書上に計上しております。代理人の場合には、純額で「売買取引に係る差損益及び手数料」として連結損益計算書上に計上し
ております。

● 連結会社は、製造業やその他の事業において、商品の売買に係る契約当事者となっております。連結会社は、商品在庫の運搬を
行い、商品の売値と買値の差額を損益として計上するような様々な商取引において、契約当事者として活動しております。これ
ら商取引における商品の受渡は、客先と合意した受渡条件が満たされた時点で、実施されたと考えられます。これは一般的には、
客先に商品が届けられ、客先の受け入れが完了するか、商品の所有権が移転するか、あるいは試運転が完了した時点となります。

● 連結会社はまた、製造業の一部として、長期建設契約を締結しております。連結会社は、長期建設工事から得られる収益につい
て、完成までに要する原価及び当該長期契約の進捗度合を合理的に見積もることができ、かつ、その義務を満たすことができ
る当事者間に法的強制力のある契約がある場合には工事進行基準を、そうでない場合には工事完成基準を使用しております。 

● 連結会社はまた、サービス関連事業及びリース事業からなるその他の事業も行っております。サービス関連事業には、金融、物
流、情報通信、技術支援やその他のサービスなど、様々な役務の提供が含まれております。また、連結会社は、オフィスビル、
航空機、その他事業用資産などを含む資産のリース事業にも従事しております。サービス関連事業に係る収益は、契約された
役務が、その契約に沿って顧客に対して履行された時点で計上しております。リース事業に係る収益認識については、前述の
リースに係る会計方針の要約をご参照下さい。

● 連結会社は、代理人として取引を行っており、代理人として行っている様々な商取引に関連する差損益と手数料収入を計上し
ております。これらの商取引を通して、連結会社は、顧客の商品その他製品に関する売買をサポートし、その対価として手数料
を得ております。売買取引に係る差損益及び手数料は、他の全ての収益認識要件を充足した時点で認識されます。

（19）広告宣伝費
広告宣伝費は発生した時点で費用として計上しております。

（20）研究開発費
研究開発費は発生した時点で費用として計上しております。
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（21）法人税等
法人税等は、連結損益計算書上の法人税等及び持分法による投資損益前利益に基づき算出しております。会計上と税務上の資産
負債の差額に係る一時差異及び税務上の繰越欠損金に対する税効果は、将来、当該一時差異等が課税所得に影響を与えると見込
まれる期間に対応する法定実効税率を用いて算出しております。繰延税金資産のうち、将来の実現が見込めないと判断される部分
に対しては評価性引当金を設定しております。 
連結会社は、税法上の技術的な解釈に基づき、税務ポジションが、税務当局による調査において50％超の可能性をもって認められ
る場合に、その財務諸表への影響を認識しております。税務ポジションに関連するベネフィットは、税務当局との解決により、50％
超の可能性で実現が期待される最大金額で測定されます。未認識税務ベネフィットに関する利息及び課徴金については、連結損益
計算書の「法人税等」に計上しております。
当社及び国内の100％出資子会社は、１つの連結納税グループとして法人税の申告・納付を行う連結納税制度を適用しております。

（22）デリバティブ
連結会社は、主として金利変動リスクや為替変動リスクの軽減、たな卸資産や取引契約の相場変動リスクの回避を目的として、デ
リバティブ取引を利用しており、全てのデリバティブ取引を公正価値で資産又は負債として計上しております。
連結会社は、ヘッジ指定されたデリバティブ取引は、通常、デリバティブの契約日において、ヘッジ会計の要件を満たす限り、当該
デリバティブを公正価値ヘッジ又はキャッシュ・フローヘッジとしてヘッジ指定しております。

〈公正価値ヘッジ〉
公正価値ヘッジとして指定されるデリバティブは、主として固定金利付資産・負債を変動金利付資産・負債に変換する金利スワッ
プです。ヘッジ対象の資産・負債及びヘッジ手段であるデリバティブ取引の公正価値の変動は、損益として計上しており、ヘッジ
対象の資産、負債及び確定契約の公正価値の変動額による損益と相殺して「その他の損益−純額」として計上しております。

〈キャッシュ・フローヘッジ〉
キャッシュ・フローヘッジとして指定したデリバティブは、主として変動金利付負債を固定金利付負債に変換する金利スワップ、
及び外貨建予定販売取引に係る機能通貨ベースのキャッシュ・フローの変動を減殺する為替予約です。また、商品相場変動リスク
をヘッジするために、商品スワップ及び先物契約も利用しており、キャッシュ・フローヘッジとして指定しております。キャッシュ・
フローヘッジとして指定したデリバティブの公正価値の変動額は、ヘッジ対象取引が実行され損益に計上されるまで「累積その他
の包括損益」として繰り延べております。「累積その他の包括損益」に計上されたデリバティブ関連の損益は、対応するヘッジ対象
取引に係る損益が連結損益計算書で認識された時点で損益に振替えております。

〈在外事業体に対する純投資のヘッジ〉
連結会社は、在外事業体に対する純投資の為替変動リスクを回避するために、為替予約及び外貨建借入債務などのデリバティブ取
引以外の金融商品を活用しております。ヘッジ手段であるデリバティブ取引の公正価値の変動は、「累積その他の包括損益」に含ま
れる為替換算調整勘定に計上されております。

〈ヘッジ活動以外に用いられるデリバティブ取引〉
連結会社は、商品先物市場におけるブローカー業務やトレーディング活動の一環として、商品デリバティブ契約や金融デリバ
ティブ契約を締結しております。連結会社は、ブローカー業務及びトレーディング活動に係るデリバティブ取引とリスク管理目
的で利用するデリバティブ取引とを明確に区分しております。また、連結会社は、内部統制上の方針として、デリバティブ取引に
伴う潜在的な損失を管理するため厳格なポジションの限度枠を設定し、その準拠状況をみるために定期的にポジションを監視し
ております。
ヘッジ指定されていない乃至はトレーディング目的で取得したデリバティブ取引の公正価値の変動は、損益計上しております。連
結会社は、マスターネッティング契約の下で締結されたデリバティブ取引について認識されたデリバティブ資産・負債についての
公正価値と、同一相手先に生じる現金担保を回収する権利（債権）若しくは、現金担保を返済する義務（債務）の公正価値と相殺し
ております。
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（23）連結計算書類作成にあたっての見積りの使用
連結計算書類を一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成する際には、報告金額に影響を与えるような見積り又は前提を
用いる必要があります。見積りに内在する不確実性により、実績が見積りと異なる場合があります。当連結計算書類における重要な
見積りには、貸倒引当金の設定、投資の評価、長期性資産の評価、年金、資産除去債務及び不確実な税務ポジション等があります。

（24）１株当たり利益
１株当たり利益は、当社株主に帰属する当期純利益を各算定期間における発行済普通株式の加重平均株式数で除して算出しており
ます。潜在株式調整後１株当たり利益は、潜在的普通株式であるストックオプションや転換社債型新株予約権付社債の希薄化効果
の影響を勘案して算出しております。

（25）保証
連結会社は、保証の履行義務を保証開始時に公正価値にて負債として認識しております。

（26）公正価値の測定
特定の資産・負債は、公正価値によって計上されることが求められております。当該資産・負債の公正価値は、市場の情報や算出
手順に基づき、決定されております。公正価値の測定に使用されるインプットは、以下の３つのレベルがあります。

〈レベル１〉
測定日現在で連結会社がアクセスできる活発な市場における同一の資産又は負債の価格を、調整を入れずにそのまま使用してお
ります。

〈レベル2〉
活発な市場における類似の資産又は負債の公表価格、活発でない市場における同一の資産又は負債の公表価格、資産又は負債の
観察可能な公表価格以外のインプット、及び相関その他の手法により、観察可能な市場データによって主に算出又は裏付けられた
インプットを含んでおります。

〈レベル3〉
限られた市場のデータしか存在しないために、市場参加者が資産又は負債の価格を決定するうえで使用している前提条件について
の連結会社の判断を反映した観察不能なインプットを使用しております。連結会社は、連結会社自身のデータを含め、入手可能な
最良の情報に基づき、インプットを算定しております。

（27）公正価値オプション
連結会社は、公正価値で測定することを求められていない特定の金融資産及び金融負債について、公正価値で測定するオプション
を選択しておりません。

（28）貴金属に関する現物商品スワップ取引
連結会社は、貴金属に関する一部の現物商品スワップ取引に関し、従来は売買取引として処理しておりましたが、平成24年度末よ
り金融取引として会計処理しております。本会計処理の結果、平成24年度末において、たな卸資産及びその他の流動負債がそれ
ぞれ69,113百万円増加しております。この会計処理が連結会社の連結計算書類に与える影響は重要ではないため、これらの取引
に関する平成23年度の連結計算書類の修正再表示は行っておりません。

（29）後発事象
連結会社は、連結貸借対照表日から連結計算書類が公表されるまでの期間に発生した事象について、会計処理及び開示の要否を
評価しております。
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6. 過年度連結計算書類の遡及的な調整
連結会社は平成24年度においてチリ国銅資産権益保有会社アングロ・アメリカン・スール社（Anglo American Sur S.A.）の経営に
関する株主間協定書を同社株主であるアングロ社（Anglo American plc）及び他株主と締結しました。連結会社は、平成23年度よ
り同社の持分を保有しており、当該投資に対して原価法を適用しておりました。
株主間協定書締結の結果、連結会社は同社に対して重要な影響を行使しうることとなったため、平成24年度より持分法を適用し、同
社に対する投資及び利益剰余金を遡及的に調整しております。
平成23年度における遡及適用の影響は以下のとおりです。

平成23年度
遡及適用前 遡及適用後

連結貸借対照表
　関連会社に対する投資及び長期債権
　その他の投資
　その他の資産
　長期繰延税金負債
　その他の利益剰余金
　未実現デリバティブ評価損
　確定給付年金調整額
　為替換算調整勘定

連結損益計算書
　受取配当金
　繰延税金   
　持分法による投資損益
　非支配持分控除前当期純利益
　当社株主に帰属する当期純利益

1,660,383
1,854,619

345,827
197,734

3,302,093
△8,421

△78,318
△426,442

115,498
△38,627
190,509
480,301
453,849

2,097,976
1,414,584

348,076
199,051

3,300,588
△8,433

△78,303
△426,450

111,236
△37,779
192,418
478,796
452,344

（単位 ： 百万円）

（百万円未満四捨五入）

平成23年度
遡及適用前 遡及適用後

1株当たり利益
　当社株主に帰属する当期純利益
　　基本的
　　潜在株式調整後

275.83
275.22

274.91
274.30

（単位 ： 円）
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連結貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産に関する事項

金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項

連結会社は、通常業務として様々な金融商品を取り扱っております。通常の営業活動において世界各地で様々な業界に属する多数の顧
客と取引を行っており、これら取引に伴う債権や保証の種類も多岐に亘っております。そのため、特定の地域や取引先に対して重要な
信用リスクの集中は生じないと経営者は判断しております。また、連結会社は、金融商品の信用リスクを信用リスク管理方針に則り、
与信限度の承認、設定及び定期的な信用調査を通じて管理しており、必要に応じて取引先に対し担保等の提供を要求しております。
また、デリバティブ取引については、取引相手先に関するリスク管理方針に則って様々なデリバティブ契約を締結し、特定リスクの軽
減を図っております。

連結資本勘定計算書に関する注記

3. 保証債務

2. 有形固定資産の減価償却累計額

（1）担保に供している資産

（2）担保に係る見合債務ごとの金額

受取手形、売掛金及び貸付金等（短期及び長期）
たな卸資産                                            
投資有価証券等（連結貸借対照表計上額）
有形固定資産（減価償却累計額控除後） 
その他
　　　　　　合計

顧客及び取引先あて
関連会社あて
　　　　　　合計

自己株式の種類及び株式数

これらは顧客や取引先、及び関連会社による第三者との取引又は第三者からの資金
調達を可能にすることを目的として、信用状や取引履行保証等の形態により信用保証
を行っているものです。

短期借入金
長期借入債務
取引保証等
　　　　　　合計

68,620 百万円
70,781 百万円
79,132 百万円

187,458 百万円
18,618 百万円

424,609 百万円

301,541 百万円
422,747 百万円
724,288 百万円

 

普通株式6,347,756株

17,665 百万円
240,844 百万円
166,100 百万円
424,609 百万円

1,465,267 百万円
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１株当たり情報に関する注記

2. 金融商品の時価等に関する事項
金融商品の公正価値は、利用可能な市場情報又は評価手法に基づき算定しております。ただし、市場データから公正価値を導き出すに
は主観的な判断が必要とされることから、算定額は必ずしも実現される額ではなく、実際の市場での交換価値を示すものではありませ
ん。また、異なった前提条件や算定方法を使用して公正価値を算定した場合には、結果が大きく異なることもあります。

金融商品の公正価値の算定に当たり使用した前提条件や算定方法は以下のとおりです。

短期運用資産以外の短期金融資産及び負債は、比較的短期間で満期が到来するため、これらの公正価値は帳簿価額とほぼ同額です。

「短期運用資産」及び「その他の投資」に含まれる市場性のある投資の公正価値は、活発な市場における市場価格及び活発ではない市場
における同一の資産の市場価格により評価しております。市場性のない投資は、容易に価値を算定できない多数に及ぶ非関連会社に対
する投資であるため、その公正価値を算定することは実務上困難です。ただし、市場性のない投資のうち、公正価値が下落したと評価
され、その下落が一時的ではないと判断された場合は、投資先の純資産価値や見積りキャッシュ・フローなどの観察不能なインプット
を使用した割引将来キャッシュ・フロー法などにより評価しております。

長期貸付金の公正価値は、内包するリスクに見合う利率を適用して、将来の見積りキャッシュ・フローを割引くことにより算定してお
ります。

長期借入金及び社債の公正価値は、連結会社が新たに同一残存期間の借入を同様の条件の下で行う場合に適用される利率を使用して、
将来のキャッシュ・フローを割引くことにより算定しております。

デリバティブ資産・負債の公正価値は、取引市場価値及び金利、外国為替レートなどの観察可能なインプットを使用し、評価モデルに
より評価しております。

平成24年度末現在における金融商品の帳簿価額及び公正価値は以下のとおりです。

１株当たり株主資本
１株当たり当社株主に帰属する当期純利益
潜在株式調整後１株当たり当社株主に帰属する当期純利益

2,537.52 円
218.66 円
218.18 円

平成24年度末
帳簿価額 公正価値

金融資産
　短期運用資産及びその他の投資
   　公正価値の見積が可能なもの
   　公正価値の見積が実務上困難なもの
　長期貸付金
　デリバティブ資産
金融負債
　長期借入金及び社債
　デリバティブ負債

1,110,591
413,810
167,787
91,383

 
　5,089,659

43,539

1,110,591
　

195,656
91,383

5,082,369
43,539

（単位 ： 百万円）

（百万円未満四捨五入）
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重要な会計方針等に関する注記（平成24年度）
1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産については移動平均法又は個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価
切下げの方法により算定）、トレーディング目的で保有するたな卸資産については時価法によっております。

2. 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的債券については償却原価法、子会社株式及び関連会社株式については移動平均法による原価法、その他有価証券で時価
のあるものについては決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により
算定）、その他有価証券で時価のないものについては移動平均法による原価法によっております。

3. デリバティブ
デリバティブの評価は、時価法によっております。
なお、為替変動リスク、金利変動リスク、相場変動リスク等を回避する目的で行っている取引のうち、ヘッジの有効性が認められたもの
については、ヘッジ会計を適用しております。

4. 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）の減価償却は、定率法によっております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を
除く）については、定額法を採用しております。
無形固定資産の減価償却は、定額法によっておりますが、自社利用のソフトウエアについては、その利用可能期間（５年）に基づく定額法
によっております。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用
しております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

5. 繰延資産の処理方法
社債発行費については、社債の償還までの期間にわたり利息法により償却しております。

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

7. 貸倒引当金の計上方法
債権の貸倒れによる損失に備えて、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権は個別に回収可能性を検討し、回収不能
見込額を計上しております。

8. 役員賞与引当金の計上方法
役員賞与の支出に備えて、当年度末における支給見込額に基づき、当年度において発生していると認められる額を計上しております。

9. 退職給付引当金の計上方法
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま
す。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により翌年度から費用処理しております。また、過去
勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理しております。

10. 役員退職慰労引当金の計上方法
役員及び執行役員への退職慰労金支払に備えるため、内規を基礎として算定された当年度末現在の支給見積額を計上しております。
なお、役員及び執行役員の旧来の退任慰労金制度は平成19年度に廃止しており、当年度末の残高は旧制度に基づくものであります。

11. 債務保証損失引当金の計上方法
子会社等に対する債務保証の偶発損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案の上、必要と認められる額を計上しております。

12. 特別修繕引当金の計上方法
定期的に義務付けられている石油タンクの開放点検に要する費用の見積総額に基づき、期間を基準として配分される額を計上しており
ます。

■計算書類
注記
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（表示方法の変更）
1. 貸借対照表

ソフトウエア及びソフトウエア仮勘定については、従来、無形固定資産の「ソフトウエア等」に含めて表示しておりましたが、金額的な重
要性が増したため、平成24年度より、無形固定資産の「ソフトウエア」及び「ソフトウエア仮勘定」として表示しております。これに伴い、
ご参考として記載しております平成23年度については組替再表示しております。

豪州におけるLNGプロジェクトに関連して、権益購入代金の支払、及び共同操業協定上の資金拠出義務に関する履行保証を連帯保証形
式にて差し入れており、当年度の末日における保証額は259,954百万円です。
なお、当該プロジェクトについては銀行借入に対する保証も差し入れており、当年度の末日における保証額は、上記表中のその他の金額
に含んでおります。

貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産及び担保に係る主な債務に関する事項

3. 保証債務

2. 有形固定資産減価償却累計額

（1）担保に供している資産

取引先等の銀行借入等に対する保証

（2）担保に係る主な債務

有価証券
投資有価証券
関係会社株式
関係会社出資金
長期貸付金
　　　　　　合計

関係会社 MITSUBISHI DEVELOPMENT PTY LIMITED
関係会社 P.T. DIPO STAR FINANCE
関係会社 MCAP EUROPE LIMITED
関係会社 MITSUBISHI CORPORATION FINANCE PLC
関係会社 PETRO DIAMOND COMPANY LIMITED
関係会社 CUTBANK DAWSON GAS RESOURCES LTD.
その他
　　　　　　合計

当社の債務として該当するものはございません。

28 百万円
3,375 百万円

48,276 百万円
2,448 百万円

89 百万円
54,217 百万円

406,962 百万円
152,899 百万円
128,232 百万円
92,758 百万円
84,588 百万円
83,699 百万円

1,012,386 百万円
1,961,527 百万円

76,860 百万円

13. 消費税等の会計処理方法
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっております。

14. 法人税等
連結納税制度を適用しております。
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損益計算書に関する注記
1. 関係会社との取引高

株主資本等変動計算書に関する注記
1. 当年度の末日における発行済株式数

2. 当年度の末日における自己株式数

4. 当年度の末日における新株予約権の目的となる株式数

3. 剰余金の配当に関する事項

普通株式 1,653,505,751 株

普通株式      6,166,537 株

営業取引による取引高
　売上高
　仕入高
営業取引以外の取引高

2,131,065 百万円
2,452,474 百万円

361,808 百万円

（1）当年度中に行った剰余金の配当に関する事項

（2）当年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

配当金の総額
普通株式1株当たり配当額
効力発生日
配当原資

平成25年６月21日開催の定時株主総会に次のとおり付議する予定です。

普通株式 5,653,400 株（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）

なお、基準日は平成25年３月31日です。

49,420,176,420 円
30 円

平成25年６月24日
利益剰余金

株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日

平成24年６月26日
定時株主総会 普通株式 54,332 百万円 33 円 平成 24 年３月 31 日 平成 24 年６月 27 日

平成24年11月２日
取締役会 普通株式 41,170 百万円 25 円 平成 24 年９月 30 日 平成 24 年 12 月 3 日

4. 受取手形割引高

5. 関係会社に対する金銭債権

関係会社に対する金銭債務

77,178 百万円

短期金銭債権  959,451 百万円

長期金銭債権  342,690 百万円

短期金銭債務  235,027 百万円

決議
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税効果会計に関する注記
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの
当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

繰延税金資産
　　貸倒引当金損金算入限度超過額
　　未払費用
　　投資有価証券評価損
　　販売用不動産評価減及び固定資産減損
　　その他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小計
　　評価性引当額
　　　　　　　　　　　　　繰延税金資産合計
繰延税金負債
　　退職給付関連費用
　　圧縮記帳積立金 
　　その他有価証券評価差額金
　　その他
　　　　　　　　　　　　　繰延税金負債合計
繰延税金資産（負債）の純額
　　　　　　　　　　　　　　　流動資産
　　　　　　　　　　　　　　　固定負債

法定実効税率
（調整）
　　税務上の損金不算入額
　　受取配当金
　　外国税額
　　特定外国子会社等合算所得
　　その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

9,073 百万円
9,178 百万円

90,448 百万円
2,149 百万円

35,248 百万円
146,099 百万円
△5,864 百万円
140,234 百万円

△12,776 百万円
△5,930 百万円

△187,525 百万円
△7,215 百万円

△213,447 百万円
△73,213 百万円

32,302 百万円
△105,515 百万円

38.0％

0.5％
△37.4％

0.3％
1.5％
0.1％

3.0％

リースにより使用する固定資産に関する注記
貸借対照表に計上した固定資産のほか、リースにより使用している固定資産として、コンピューター等事務用機器があります。
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関連当事者との取引に関する注記

属性 会社等の名称 議決権の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科目 期末残高
（百万円）

子会社 三菱食品株式会社
所有
直接 61.98％
間接 0.02％

販売先 加工食品の販売
（注1）

473,225
 

売掛金
 

87,467
 

子会社 MC FINANCE 
AUSTRALIA PTY LTD.

所有
直接 100％ 資金の貸付

資金の貸付
（注2）

利息の受取
（注2）

71,539
 

198
 

短期貸付金
その他

( 流動資産 )
 

292,800
 22

 
 

子会社
MC FINANCE & 
CONSULTING ASIA 
PTE.LTD.

所有
直接 100％ 資金の貸付

資金の貸付
（注2）

利息の受取
（注2）

92,125
 

279
 

短期貸付金
その他

( 流動資産 )
 

104,420
 21

 
 

子会社
MITSUBISHI 
DEVELOPMENT PTY 
LTD

所有
直接 100％ 債務の保証

債務保証
（注3）

保証料の受入
（注3）

406,962
 

102
 

−
 

−
 

−
 

　
 

子会社 P.T.DIPO STAR
FINANCE

所有
間接 95％ 債務の保証

債務保証
（注3）

保証料の受入
（注3）

152,899
 

1,323
 

−
 

−
 

−
 

　
 

子会社 MCAP EUROPE 
LIMITED

所有
間接 100％ 債務の保証

債務保証
（注3）

保証料の受入
（注3）

128,232
 

271
 

−
 

−
 

−
 

　
 

子会社
MITSUBISHI 
CORPORATION
FINANCE PLC

所有
直接 100％ 債務の保証

債務保証
（注3）

保証料の受入
（注3）

92,758
 

62
 

−
 

−
 

−
 

　
 

子会社 PETRO DIAMOND 
COMPANY LIMITED

所有
直接 100％ 債務の保証 債務保証

（注4）
84,588

 
−
　

−
　

子会社 CUTBANK DAWSON 
GAS RESOURCES LTD.

所有
間接 100％ 債務の保証

債務保証
（注3）

保証料の受入
（注3）

83,699
 

249
 

−
 

−
 

−
 

　
 

条件及びその決定方針等
（注１）価格その他の取引条件は、市場実勢価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。また、取引金額には消費税等を含めておりま

せん。期末残高には消費税等を含めております。
（注２）資金の貸付については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
（注3）同社の銀行借入等に対し、保証を行っており、市場の実勢金利などを踏まえた保証料を受領しております。
（注4）同社の銀行借入等に対し、保証を行っておりますが、同社は実質的に当社の契約窓口のみを行っているため、保証料は受領しており

ません。
（注5）上記の他、貸借対照表に関する注記「3.保証債務」に記載しております「豪州におけるLNGプロジェクト」に関連して、関連会社に

ついて履行保証を連帯保証形式で差し入れております。

（百万円未満切捨）
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１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益
潜在株式調整後１株当たり当期純利益

受取手形
支払手形

1,387.99 円
193.44 円
193.02 円

5,728 百万円
3,857 百万円

期末日満期手形に関する注記
当年度末日満期手形は、手形交換日をもって処理しております。なお、当年度の末日は金融機関の休日であったため、次の満期手形が当
年度末残高に含まれております。
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