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三菱商事は草創期から「三綱領」の精神を
理念として掲げています。
「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。この三綱領の理念は、三菱商事がビジネスを展開する上で、また地球環境や社
会への責任を果たす上での拠り所となっています。

企業理念「三綱領」
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企業活動の目的
我が社は、事業を通じ、企業価値の向上を図るとともに、有用なサービス・商品を安全性にも配慮
して創出・提供し、物心共に豊かな社会の実現に努める。

公明正大な企業活動
我が社は、企業活動の展開に当たり、諸法規、国際的な取決め及び社内規程を遵守するとともに、
社会規範に沿った責任ある行動をとる。

人権・社員の尊重
我が社は、人権を尊重し、差別を行わない。また、人材育成を通じて企業活力の維持・向上を図る
とともに、社員の人格・個性を尊重する。

情報の管理・公開
我が社は、企業情報を適切に管理するとともに、ステークホルダーを含め社会一般からの正しい理
解を得、透明性の保持を図るため、情報を適時・適切に公開する。

地球環境への配慮
我が社は、地球環境に配慮しない企業は存続しえないとの認識に立ち、企業活動のあらゆる面にお
いて地球環境の保全に努め、持続可能な発展を目指す。

社会貢献活動
我が社は、社会の一員として、より良い社会の実現に向けて積極的に社会貢献活動を行う。また、
社員による自発的な社会貢献活動を支援する。

企業行動指針

取締役会長

小林 健
代表取締役 社長

垣内 威彦

「三菱商事 統合報告書2016」の発行について

　三菱商事は、創立以来60年を超える歴史の中で、世の中の変化に対応すべく、会社のかたちを進化させてきました。そし

て現在、非常に複雑な社会・経済情勢に加え、第4次産業革命ともいうべきAIや IoT等の技術革新の中にあって、再び変化に

対する適切な対応が求められています。

　その状況を受け、目指す企業像と、向こう3カ年の経営方針をまとめた「中期経営戦略2018～新たな事業経営モデルへの

挑戦～」を策定しました。事業を通じて、経済価値・環境価値・社会価値の三つの価値を同時に実現していくとの方針を打

ち出しています。この取り組みをご理解いただくために、当社が目指す企業のあり姿と、事業活動について皆様にご説明さ

せていただきたいと思っております。

　当社は、2014 年より財務情報とESG（Environment＝環境、Social＝社会、Governance＝企業統治）を含む非財務情報を統

合的に報告する「統合報告書」を発行しております。2016 年版では、企業理念である「三綱領」を事業活動の拠り所としながら、

さらなる持続可能な成長に向けて、創意工夫により新たなビジネスモデルを構築し、自らの意思で社会に役立つ事業価値を追

求する三菱商事の姿を、さまざまなステークホルダーの視点も織り交ぜながら説明しております。今後とも当報告書に対する

皆様からのご意見を参考にしながら、より分かりやすい報告書となるよう改善を図ってまいります。
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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。

 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。

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年代～
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、「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。2020年頃の姿を描き、非資源分野

の安定収益を高めて、ポートフォリオの充実を図る。2016

年5月 「中期経営戦略2018」を発表。

三菱商事

5人/11人

約90カ国

1,258,946本

68,247人

1,242社

連結従業員数（2016年3月31日現在）

1,242社の連結対象会社を有する三菱商事には、
性別や国籍などにかかわらず、多様な人材が活躍しており、

連結従業員数は 68,247人に上ります。

⇒詳細は P.46をご覧ください。

連結対象会社数（2016年3月31日現在）

三菱商事の連結対象会社は 1,242社に上ります。
うち連結子会社は 815社、持分法適用関連会社は 427社です。

⇒詳細は P.111をご覧ください。

グローバルネットワーク（2016年7月1日現在）

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、
連結対象会社と協働しながらビジネスを展開しています。

⇒詳細は P.110～P.111をご覧ください。

社外取締役人数／取締役総数（2016年7月1日現在）

三菱商事では、社外役員の選任により経営監督機能の強化を図っています。
2016年 7月 1日時点の取締役の総数は 11人、

そのうち社外取締役は 5人です。

⇒詳細は P.32～P.33、P.94～P.95、P.100～P.101をご覧ください。

植樹実績（累計）（2016年7月1日現在）

三菱商事は、地球環境の保全・改善活動の一環として
1990年より熱帯林再生実験プロジェクトを実施しています。
これまでに累計 125万 8,946本の植樹が実現しました。

⇒関連情報は P.36、 41をご覧ください。

8,900億円

2016年 3月期 投資実績
2016年 3月期において、総額で 8,900億円の投資を実行しました。

⇒詳細は P.25をご覧ください。

　

社外 5人（取締役総数の 45％）45
％

数 字 で 見 る

三菱商事ビルディング（東京）
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中期経営戦略 2018
 ～新たな事業経営モデルへの挑戦～

CFOメッセージ ................................................................ 22
資源と非資源のリバランスを進めるとともに
キャッシュ・フロー重視の経営を徹底
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コーポレート担当役員メッセージ.................................. 30
ESGは三菱商事の持続可能な成長を支える重要な根幹
サステナビリティ重要課題への取り組みを通じて
「社会に役立つ事業価値」を追求

三菱商事のコーポレート・ガバナンス ............................32

サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）...............38
～持続可能な成長を実現するために特に対処すべき重要課題～

　　三菱商事の持続可能な成長を支える方針と体制 .....42

　　三菱商事の社会貢献活動 ...........................................44

　　三菱商事の人事施策の考え方....................................46

グローバルな事業展開の取り組み
コーポレート担当役員メッセージ.................................. 48
拠点および事業投資先と地域のステークホルダーとの協働を深化させ
三菱商事グループの連結ベースでの事業価値向上に貢献

座談会：持続可能な成長に向けた取り組み .................. 50
「自らの意思で社会に役立つ事業価値を追求」する
三菱商事の持続可能な成長に向けた取り組み

目　次

三菱商事の経営 ..........................06
三菱商事の経営戦略と体制をご説明します。

中期経営戦略 2018をご説明します。

Q1目指す企業像とはどのようなものでしょうか？
Q2 「資源」と「非資源」のポートフォリオ・バランスは、
     どのように見直すのでしょうか？
Q3 資本配分の新しい考え方について教えてください。
Q4 事業投資モデルから事業経営モデルへのシフトとは、
     具体的にどういうことでしょうか？
Q5 事業のライフサイクルを踏まえた入れ替えの加速とは、
     具体的にどういうことでしょうか？
Q6 株主還元の考え方について教えてください。

〈決算に関する詳細情報〉
三菱商事は、2014年3月期より国際会計基準（IFRS）に準拠して連結財務諸表を作成しており、本報告書上も、別途記載がない限り、
IFRSに準拠して開示しております。2016年3月期決算の詳細については、有価証券報告書をご覧ください。
URL: http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/library/fstatement/

〈ウェブサイトのご案内〉
統合報告書2016 

URL：http://www.mitsubishicorp.com/ar2016/ja/

サステナビリティ関連情報
URL：http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/csr/

Our vision   part 2

組織図 ..................................................................................58

営業グループの概要 ...........................................................60

ビジネスサービス部門 .......................................................62

地球環境・インフラ事業グループ....................................64

新産業金融事業グループ ...................................................68

エネルギー事業グループ ...................................................72

金属グループ ......................................................................76

機械グループ ......................................................................80

化学品グループ...................................................................84

生活産業グループ...............................................................88

部門／営業グループ ........56
　各部門／営業グループの VISIONと
取り組みをご紹介します。

Corporate data

コーポレート・ガバナンス体制................................. 94

取締役・監査役.......................................................... 100

内部統制システム......................................................102

国際諮問委員会.......................................................... 106

コンプライアンス......................................................109

グローバルネットワーク .......................................... 110

株主情報 ..................................................................... 112

執行役員 ..................................................................... 113

会社情報 ..................................................................... 114

コーポレート・データ......92
三菱商事のコーポレート部門の体制やネットワーク等の
各種データをご紹介します。

決算概要と財務戦略をご説明します。

Q7 中長期の定量目標について教えてください。

今後の三菱商事の環境や社会、
ガバナンスへの取り組みの在り方について
議論していただきました。

【出席者】
今野 秀洋（社外取締役）
西山 昭彦（社外取締役）
足達 英一郎（環境・CSRアドバイザリーコミッティーメンバー）
黒田 かをり（環境・CSRアドバイザリーコミッティーメンバー）

コーポレート担当役員、
チーフ・コンプライアンス・オフィサーが
三菱商事のサステナビリティを解説します。 

コーポレート担当役員が、
グローバルな事業展開の取り組みについてご紹介します。

※本誌の作成に当たっては、国際統合報告評議会（IIRC）が提唱している「国際統合報告フレームワーク」および ISO26000「社会的責任に関する手引」を参照しています。また、
本誌には Global Reporting Initiative (GRI)の「サステナビリティレポーティングガイドライン」による標準開示項目の情報が記載されています。

2016年 8月現在
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Our vision   part 1

三菱商事の経営
社長メッセージ
2016年5月に発表された
「中期経営戦略 2018  ～新たな事業経営モデルへの挑戦～」 に
ついてご説明します。

CFOメッセージ
2016年 3月期の決算概要と財務戦略について
ご説明します。

ESGへの取り組み
三菱商事のコーポレート・ガバナンスや
サステナビリティ重要課題等、持続可能な成長を支える
ESGへの取り組みについてご説明します。

「中期経営戦略 2018」、決算概要と財務戦略の他、

三菱商事の持続可能な成長を支える ESGへの取り組みについてご説明します。



MITSUBISHI CORPORATION INTEGRATED REPORT 2016MITSUBISHI CORPORATION INTEGRATED REPORT 2016 0908

Q1 目指す企業像とはどのようなものでしょうか？

Q2 「資源」と「非資源」のポートフォリオ・バランスは、
　　どのように見直すのでしょうか？

Q3  資本配分の新しい考え方について教えてください。

Q4　事業投資モデルから事業経営モデルへのシフトとは、
　　具体的にどういうことでしょうか？

Q5 事業のライフサイクルを踏まえた入れ替えの加速とは、
　　具体的にどういうことでしょうか？

Q6 株主還元の考え方について教えてください。
　
　

中期経営戦略 2018
～新たな事業経営モデルへの挑戦～

Our Vision

代表取締役 社長

1979年三菱商事入社（飼料畜産部）。1988年オーストラリア三菱商事会
社（シドニー）。1993年畜産部。2001年食糧本部 ホワイトミートユニッ
トマネージャー。2003年レッドミートユニットマネージャー兼務。2006

年生活産業グループ CEOオフィス室長。2008年農水産本部長。2010年
執行役員。2011年生活産業グループCEOオフィス室長（兼）農水産本部長。
2013年常務執行役員、生活産業グループ CEO。2016年より現職。

社長メッセージ



A

創意工夫
主体性を持って、強みや機能を発揮
することによるビジネスイノベーション

経営人材 高い倫理観、変化への想定力、
困難を乗り越える実行力を持つ人材

事業価値
多様なステークホルダーの期待に応える
持続性のある付加価値の創出

経済価値

社会価値 環境価値

事業を通じて
三つの価値を
同時に実現

　三菱商事は、創立以来 60年を超える歴史の中で、世の中の変化に対応するため、事業モデルを進化させてきました。近年は、地

政学リスクの高まりや新興国の成長鈍化など、先行きが読みにくい複雑な社会・経済情勢になってきています。それに加え、第 4次

産業革命ともいうべき AIや IoTなどによるイノベーションの萌芽も見られ、企業経営において「変化への対応力」がますます求め

られる時代となってきました。　

　だからこそ、目指す企業像を「創意工夫により新たなビジネスモデルを構築し、自らの意思で社会に役立つ事業価値を追求してい

くことで、経営能力の高い人材が育つ会社」とすることによって、「変化への対応力」のさらなる強化を図っていきたいと考えています。

　当社はヒトが全てであり、人材の成長が会社の発展を支えていると確信しています。創意工夫により持続性のある事業価値を創出

し、コンプライアンスはもとより高い倫理観、変化への想定力、また、困難を乗り越える実行力を併せ持つ人材が育つ会社にしてい

きたいと思います。

　そして、そうした人材がさらなる創意工夫によって価値を創造し、ビジネスイノベーションを果たす、という好循環を築き、ヒ

トの成長と会社の発展が一体となって進化する会社を目指していきます。

　また、当社の持続可能な成長のために重要な課題を「サステナビリティ重要課題」（マテリアリティ）として特定しました。これ

らの課題への取り組みを通じて、社会に役立つ事業価値を追求したいと考えています。

⇒当社のサステナビリティ重要課題につきましてはP.38 ～ P.41 をご覧ください。　

三菱商事は、創意工夫により新たなビジネスモデルを構築し、自
らの意思で社会に役立つ事業価値を追求していくことで、経営能
力の高い人材が育つ会社を目指します。
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    「中期経営戦略 2018」　Q1

Q1

目指す企業像とは

　どのようなものでしょうか？　



投
融
資
残
高

投融資残高  ＝ 固定資産  ＋ 投資 ＋ 融資 ＋ のれん

（「事業のライフサイクル」を踏まえた入れ替えの加速）

資 源 分 野 非 資 源 分 野

●原料炭・銅・天然ガスへの集中

●主体的に強みや機能を
　発揮できる事業への集中

残高維持

A
　喫緊の課題として、現行の資源価格が続いても安定した経営ができるよう、「資源」と「非資源」のポートフォリオ・バランスの

適切な見直しを行い、健全な成長を目指していきます。

　具体的には、資源分野については、原料炭・銅・天然ガスの 3 分野に経営資源を集中し、投融資残高を一定に保ちつつ、優良資産

への積極的な入れ替えによる質の向上を図り、市況低迷時でも一定の利益を確保できる下方耐性の強化を図っていきます。

　一方、非資源分野については、ポートフォリオの入れ替えを進めつつ、成長のけん引が期待できる分野、例えば食品原料、ライフ

サイエンス、消費財製造、リテイル、自動車、電力事業、不動産開発・運用など、三菱商事が主体的に強みや機能を発揮できる分野

への成長投資を実行していきます。

⇒各部門／営業グループの戦略につきましては P.62 ～ P.91をご覧ください。

リスクとリターンの観点から「資源」と「非資源」のポートフォリオ・
リバランスを着実に実現するため、資源分野では投融資残高を一
定に保ちつつ資産の入れ替えを通じて質の向上を図り、非資源分
野では主体的に強みや機能を発揮できる事業への成長投資を実行
します。　
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    「中期経営戦略 2018」　Q2

Q2

「資源」と「非資源」の
ポートフォリオ・バランスは、

どのように見直すのでしょうか？



　変化の激しい経営環境下、安定的に事業を継続できる体制を構築するため、キャッシュ・フロー重視の経営を推し進めていきます。

具体的には、向こう3カ年は、キャッシュ創出額の範囲内で、成長投資と株主還元を実行することとし、投資はキャッシュ創出額を

念頭に柔軟にマネージする方針です。

　また、環境変化に応じて機動的にキャッシュ・フローをコントロールするため、事業グループレベルにおいても、個々のキャッシュ

創出力を踏まえた投資計画を策定することとし、全社と同じ視点で経営に当たるものとしました。

　このような資本配分を通じて、有利子負債の水準をコントロールし、財務の健全性を堅持していきたいと考えています。

⇒株主還元につきましてはQ6（P.20～ P.21）、中長期の定量目標の詳細はCFO メッセージ（P.22～P.23）をご覧ください。

突発的な経済異変にも対応し、安定的に事業を継続できるよう
キャッシュ・フローを重視し、向こう 3カ年は、キャッシュ創出
額の範囲内で、成長投資と株主還元を実行します。
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    「中期経営戦略 2018」　Q3

Q3

資本配分の新しい考え方
について教えてください。

『中期経営戦略 2018』期間（3カ年合計）

 

キャッシュ創出額

投資キャッシュ・
インフロー
（売却収入） 株主還元

投資キャッシュ・
アウトフロー

営業キャッシュ・
フロー

（運転資金を除く）



    
    「中期経営戦略 2018」　Q4

Q4

事業投資モデルから
事業経営モデルへのシフトとは、

具体的にどういうことでしょうか？

三菱商事の「経営力」を活かした価値創造

時間

事業価値

成長の
原動力

実業に深く根差し、優位性を有する事業
トレーディング

事業投資
経営への関与により、価値を高める

主体的に強みや機能を発揮し、
事業価値を創出

事業経営

三菱商事が
主体的にリードして、
事業構造を改革

パートナーの強みと
三菱商事の強みを
組み合わせ、

新たな価値を創出

事業再生により
企業価値を向上

先端技術
（AI、IoT）との
組合せによる
事業の成長

　これまでの事業投資モデルにおいても、出資比率に応じた議決権・拒否権を確保し、投資先の経営に主体的に参加してきました。

事業経営モデルでは、三菱商事の強みをベースに、より深く経営に入っていくことで、事業を変革して新たな価値を創出したり、合

従連衡等により事業構造を改革したり、事業再生により企業価値を向上させていくことを目指します。

　事業経営モデル実現の鍵は、いかに経営能力の高い人材をより多く育成・輩出していけるかだと考えています。環境の変化に柔軟

に対応できる想定力を有し、投資先の経営を主体的に行える人材をイメージしていますが、当社グループの関係会社は現在 1,000 社

を超えますので、人材が育つ「場」は十分にあると考えます。これまで以上に経営能力のある人材を多く輩出し、その人材が新たな

事業を生み出すことでさらに多くの成長の「場」が生まれる好循環を実現していきます。これが次世代の事業基盤を構築し、当社グ

ループ全体の企業価値を高めていくことにつながると思っています。

⇒経営人材育成につきましては三菱商事の人事施策の考え方（P.46）と施策取組ページ（P.79、83、87、91）をご覧ください。

これまでの成長の源泉を「投資」に求める発想を転換し、事業の
中に入り、三菱商事の「経営力」をもって主体的に価値を生み出し、
成長していくことを推進し、次世代をけん引する事業基盤の構築
を目指します。　
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    「中期経営戦略 2018」　Q5

Q5

ピークアウト

経
営
資
源
配
分
の
イ
メ
ー
ジ

強

弱

事業のライフサイクル

創生期 成熟期安定期成長期

インキュべーション

効率化

基盤

成長戦略を
構築できれば、
成長・基盤事業へ

ピ
ー
ク
ア
ウ
ト

効
率
化

イ
ン
キ
ュ
べ
ー
シ
ョ
ン

成
長

基
盤

成長

三
菱
商
事
の
主
体
的
機
能

三菱商事が持つ差別化された強みをベースに主体的に
機能を発揮して、成長を実現していく事業

すでに強みの基盤を確立しており、主体的に強みや機能を
発揮することで、一定の収益規模を安定して実現する事業

効率化を進めながら事業を継続

創意工夫し、最適な形での撤退を実行する事業

市場の黎明期や成長期に既存の強みを活かして新規に
参入する事業

　いかなる商品・機能・ビジネスモデルにおいても、未来永劫、競争力を保つことができるわけではなく、常に事業にはライフサイ

クルがあり、三菱商事が取り組んでいる事業にも寿命があることを意識しておく必要があります。また、こうした事業のライフサイ

クル上の位置付けは時と共に変化していきますが、ビジネスモデルの進化等により当該会社のさらなる成長につながるような機能・

役割を当社が担えているかという視点も重視します。自ら事業を変革していくことができれば、再び価値を高めていくステージに戻

すことができると考えています。

　こうした考えから、「事業のライフサイクル」と「三菱商事の主体的機能」の二つの軸により、事業の位置付けを可視化して、常

にその位置付けを意識しながら、どのような方向で変革していくべきかを考え、入れ替えを促進していきます。

　私は全社のポートフォリオマネージャーとして「事業のライフサイクルを踏まえた入れ替えの加速」を実行していくことで、事業

価値の最大化に向けて常にチャレンジする企業文化を醸成し、そうした企業文化が、さらなるイノベーションの原動力になっていく

ことを確信しております。

 事業のライフサイクルを踏まえた
入れ替えの加速とは、具体的にどういうことでしょうか？

事業には、環境の変化等によって、常にライフサイクルが存在し
ていることを念頭に、主体的機能の発揮という観点からも事業の
位置付けを見直し、入れ替えを促進します。
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    「中期経営戦略 2018」　Q6

Q6

A
　向こう 3カ年の株主還元については、「配当」を基本とし、安定したキャッシュ・フロー創出が見込めるため、累進的に増配する方式、

すなわち、減配しない方式としました。

　増配額につきましては、三菱商事収益水準ならびにその時点での事業環境を踏まえ柔軟に決定します。なお、2017年 3月期の 1

株当たりの年間配当については、60円を予定しています。

　また、自社株買いは、必要な場合に限り、機動的に実施します。

　2017年 3月期は、「中期経営戦略 2018」のスタートの年となりますが、自ら陣頭指揮を執って、「中期経営戦略 2018」を着実に実行し、

企業理念「三綱領」の下、多様なステークホルダーの期待に応えるべく、事業を通じて、持続性のある経済価値・環境価値・社会価

値の実現にまい進していきます。
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2016年 3月期 2019年 3月期2018年 3月期2017年 3月期

50円 60円 60円 60円

「中期経営戦略 2018」期間

＋α円
＋β円

株主還元の考え方
について教えてください。

株主還元については、配当を基本とし、持続可能な利益成長に合
わせて増配していく累進配当を基本方針とします。また、自社株
買いは、必要な場合に限り、機動的に実施します。



A
　「中期経営戦略 2018」における定量目標を策定するに当たり、資源価格は、2017年 3月期年初の水準が 3年間続く前提で策定し

ています（油価 US$37/BBL ドバイ、銅地金 US¢ 210/lb）。この中期経営戦略の期間中は資源価格の上昇を織り込まずに経営してい

く方針としましたが、中長期的には資源価格が回復するとの見方が一般的です。2020年頃には、事業の拡大により非資源分野で見

込む 3,500億円前後の利益を見込んでいることに加え、資源分野では資産の質の向上を図り、さらには資源価格の回復に伴う利益拡

大によって、2桁の ROEが実現できると見ています。

　また、規模の拡大よりも、効率性と財務健全性を重視して経営資源を投入することとし、格付は A格上位を目標としています。

連結純利益の中長期目標
 （億円）

      

2017年 3月期 2019年 3月期 2020年頃

成長のけん引が期待できる主な分野
食品原料、ライフサイエンス、
消費財製造、リテイル、自動車、
電力事業、不動産開発・運用

2,500 3,000 3,500

2桁の ROE
資源

非資源
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Q7

代表取締役 常務執行役員
コーポレート担当役員（CFO）

1982年三菱商事入社（大阪支社 管理第二部）。
1984年繊維・資材管理部。1988年主計部。1997

年米国三菱商事会社（ニューヨーク）。2002年コー
ポレートスタッフ部門付（人事担当）。2004年エ
ネルギー事業グループコントローラー。2008年業
務改革・内部統制推進部長。2010年コーポレート
部門管理部長。2011年生活産業グループ管理部長。
2013年執行役員、主計部長。2016年より現職。

　2016年 3月期の三菱商事連結純利益（純損失）は▲ 1,494億円の純損失となりました。昨今の資源市況の環境変化を受けて、全

保有資産の評価について精査を行った結果、非資源分野の 410億円も含めて総額 4,260億円の大口損失を計上したことが主な要因と

なって、2015年 3月期から 5,500億円の減益となりました。

　ただし、有利子負債倍率は 0.9倍と引き続き 1.0倍を下回る水準にあることなどから、財務の健全性は維持していると考えています。

　2017年 3月期も資源分野で引き続き厳しい事業環境が続きますが、非資源分野での安定的な利益を見込み、通期業績見通し 2,500

億円の達成を目指します。株主還元については、1株当たり 60円の年間配当を予定しています。

　また、今後 3年間は「中期経営戦略 2018」で掲げた方針に基づいて経営基盤の再整備に注力していきます。資源事業のボラティ

リティの高まりを踏まえ、資源価格に左右されない盤石の収益基盤を構築すべく、資源と非資源のリバランスを進めるとともに、突

発的な経済異変にも対応し安定的に事業を継続できるようキャッシュ・フローを重視した経営を徹底し、有利子負債の水準をコント

ロールします。具体的には、向こう 3カ年は営業収益キャッシュ・フローと資産の売却収入によるキャッシュ創出額の範囲内で、投

資と株主還元を実行します。各営業グループにおいても、自身のキャッシュ創出力の範囲にて、新規資産の取得や既存資産の更新の

ための投資を行う仕組みとしました。

　今後 3年間のキャッシュ・フローについては、営業収益によるキャッシュ創出力は約 1兆円程度、配当による株主還元は約 3,000

億円程度と見込んでおり、成長投資と売却収入のネット投資額を残りの約 7,000億円に収めるようマネージする計画です。また、余

剰資金が生じる場合は、追加の成長投資・追加の株主還元・負債返済のいずれかに充当することを想定しています。

⇒資本配分の考え方につきましては社長メッセ－ジ Q3（P.14～ P.15）、株主還元につきましては社長メッセ－ジ Q6（P.20～ P.21）をご覧ください。 

　

CFO メッセージ

Our Vision

中長期の定量目標

について教えてください。
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資源と非資源のリバランスを進めるとともに
キャッシュ・フロー重視の経営を徹底します　

非資源分野のさらなる成長と、資源分野での積極的な資産入れ
替えにより2020年頃に2桁のROEの実現を目指します。
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投資とキャッシュ・フローの状況

　2016年3月期の営業活動によるキャッシュ・フローは営業収益と配当収入の積み上げや運転資金の縮小などにより7,001億円の資

金増加となりました。

　一方、投資キャッシュ・フローは、それぞれの分野においてさらなる事業価値向上に向けての投資を実行した結果、貸付金の回収、

上場株式や資産の売却などの収入があったものの、5,039億円の資金減少となりました。

　この結果、大口損失を主要因として連結純利益は赤字となったものの、フリーキャッシュ・フローは1,962億円の資金増加となり

ました。

キャッシュ・フローの推移
（億円）

（億円）

投資キャッシュ・フローの主な内訳
（億円）

6,011
4,312

7,983

▲1,549

フリーキャッシュ・フロー
6,434

フリーキャッシュ・フロー
1,962

7,001

▲5,039

■営業収益キャッシュ・フロー※1

■営業キャッシュ・フロー
■投資キャッシュ・フロー

2015年 3月期 2016年 3月期

※1営業収益キャッシュ・フロー：
　　資産負債の増減の影響を控除した営業キャッシュ・フロー（連結純利益（非支配持分を含む）＋
      減価償却費－投資活動関連損益－未配当の持分法損益－貸倒費用等－繰延税金）

※2 その他にはコーポレートスタッフ部門における投資活動などが含まれています。

5,800

251

3,700

161

2015年
3月期累計

2016年
3月期累計

2016年 3月期の
主な案件

 
LNG事業
豪州石炭事業

農産物事業
インフラ事業
ファンド関連事業

貸付金の回収
航空機リース事業
船舶事業

新規投資 

売却および回収

その他※2

資源

非資源

合計 

▲2,200

▲5,400

▲7,600

▲2,800

▲6,100

▲8,900

有利子負債（NET）                       資本                       有利子負債倍率（NET）

連結純利益

在外営業活動体の換算差額

FVTOCIに指定したその他の投資等

自己株式の取得および処分

配当金の支払い

▲1,494億円

▲2,884億円

▲3,520億円

▲1,000億円

▲882億円

2013年 3月末 2014年 3月末 2016年 3月末2015年 3月末

44,201 45,171 46,011
50,677

55,705

45,92544,677 43,155

1.0
0.9 0.9

0.8

資本の主な増減要因（2015年3月末比▲9,780億円）

大口損失の状況

　2016年 3月期の資源分野における減益は、市況の下落によ

る持分利益の減少などに加え、減損を含む総額約 3,850億円の

大口損失を計上したことによるものです。

　非資源分野の前期比 747億円の減益の主要因は、前期に計上

したローソン株式の減損振り戻し益の反動ではありますが、ア

ジア地域の景気減速や船舶等の市況下落の影響も受けています。

大口損失の状況（2016年 3月期）
（億円）

大口損失通期累計 損失計上に至った経緯等
 

▲2,710

▲290

▲170

▲3,170

▲400

▲80

▲80

▲40

▲40

▲40

▲680

▲410

▲4,260

銅価格見通しの引き下げ
鉄鉱石価格の下落
フェロクロム価格の下落

開発計画の見直し

原油・ガス価格見通しの
引き下げ
開発計画の遅延
廃坑費の見直し
原油・ガス価格見通しの
引き下げ
遊休資産の再評価

船舶関連、海外発電事業 等

資　源（金属事業）
　チリ・銅（AAS）
　豪州・鉄鉱石
　南アフリカ・フェロクロム

　小計

資　源（エネルギー事業）
　西豪州・ブラウズ LNG

　E&P事業
　　アジア
　　
　　パプアニューギニア
　　北海（廃坑費）
　　北米
　
　シェールガス

　小計

非資源

　合計

セグメント別の状況（当期純利益（純損失））

資本と有利子負債の推移

2015年 3月期

2016年 3月期

2015年 3月期 2016年 3月期

778

▲214

▲3,588

▲13

▲992▲992

▲291

▲470

▲171

▲9▲9

+121+121

+71+71

+2

資源分野

非資源分野

※「資源分野」は「エネルギー事業」のうち、天然ガスおよび E&P、「金属」のうち、金属資源を含めています。
※「地球環境・インフラ事業」の数値は、インフラ事業を示しています。

2016年 3月期　資源・非資源分野別セグメントの状況

765 ▲3,802▲4,567

3,234 2,487▲747

■ エネルギー事業（資源分野）
市況悪化に伴う資源関連投資先からの受取配当金の減少および
資源関連資産の減損損失など

■ 金属（資源分野）
資源関連資産の減損損失など

■ 地球環境･インフラ事業（前期比+59％増益）
北海油田案件における債務保証損失引当金の振り戻しなど

■ 新産業金融事業
ー

■ 機械（前期比▲32％減益）
アジア自動車関連事業の減速および船舶事業における一過性の損失など

■ 化学品
ー

■ 生活産業（前期比▲39％減益）
前期に計上した減損損失振り戻し益の反動など

■ エネルギー事業（非資源分野）（前期比 ＋158％増益）
前期LPG関連事業における採算悪化の反動など

■ 金属（非資源分野）
鉄鋼製品事業および金属資源トレーディング事業における取引利益の減少など

▲3,575▲3,575

325

204
401

913

314

1,205

45
152

403

622

305

735
116
▲19

（億円）

（億円）

業績ハイライト（国際会計基準）
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単位：百万円 単位：百万米ドル
2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3 2015.3 2016.3 2016.3

（U.S. GAAP） （U.S. GAAP） （U.S. GAAP） （U.S. GAAP） （U.S. GAAP） （U.S. GAAP） （U.S. GAAP） （IFRS） （IFRS） （IFRS） （IFRS） （IFRS）

当期業績：
収益  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¥  5,068,199 ¥  6,050,654 ¥  6,156,365 ¥  4,540,793 ¥  5,206,873 ¥  5,565,832 ¥  5,968,774 ¥  6,009,887 ¥  7,635,168 ¥  7,669,489 ¥  6,925,582 $ 61,836

売上総利益 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,144,982 1,172,665 1,465,027 1,016,597 1,149,902 1,127,860 1,029,657 1,054,933 1,186,005 1,209,894 1,098,877 9,811

持分法による投資損益  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153,973 155,614 163,256 117,857 167,002 192,418 164,274 167,840 168,356 203,818 ▲ 175,389 ▲ 1,566

当期純利益（純損失）（当社の所有者に帰属）*1 . . . . . . . . 418,965 471,262 370,987 275,787 464,543 452,344 360,028 323,457 361,359 400,574 ▲ 149,395 ▲ 1,334

事業年度末の財政状態：
資産合計  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 　11,350,293 11,638,265 10,837,537 10,803,702 11,272,775 12,588,320 14,410,665 15,064,738 15,901,125 16,774,366 14,916,256 133,181

運転資本*2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,335,452 1,429,764 1,613,776 1,780,008 2,012,098 1,709,310 2,098,147 2,076,570 2,417,452 2,629,705 2,123,954 18,964

社債及び借入金（1年内期限到来分を除く）*1 . . . . . . . . . . 2,863,558 3,096,818 3,467,766 3,246,029 3,188,749 3,760,101 4,498,683 4,498,683 4,693,855 4,835,117 4,560,258 40,717

資本（当社の所有者に帰属する持分）*1 . . . . . . . . . . . . . . . 2,882,924 2,832,293 2,359,397 2,926,094 3,233,342 3,507,818 4,179,698 4,517,107 5,067,666 5,570,477 4,592,516 41,005

有利子負債：
有利子負債*3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,829,060 4,183,592 4,879,397 4,154,692 4,257,563 5,016,383 5,805,238 5,889,642 6,075,835 6,348,993 6,042,606 53,952

ネット有利子負債*4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,081,050 3,443,861 3,567,633 2,968,151 2,947,308 3,647,408 4,335,829 4,420,068 4,601,094 4,467,714 4,315,460 38,531

キャッシュ・フロー：
営業活動によるキャッシュ・フロー  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448,573 327,712 558,226 761,573 331,204 550,694 403,313 453,327 381,576 798,264 700,105 6,251

投資活動によるキャッシュ・フロー  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲303,251 ▲353,480 ▲693,550 ▲138,502 ▲262,601 ▲1,100,913 ▲ 752,477 ▲791,026 ▲300,502 ▲154,852 ▲ 503,854 ▲ 4,499

　フリーキャッシュ・フロー  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145,322 ▲25,768 ▲135,324 623,071 68,603 ▲550,219 ▲ 349,164 ▲337,699 81,074 643,412 196,251 1,752

財務活動によるキャッシュ・フロー  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ▲108,363 69,700 650,608 ▲755,347 76,749 599,059 401,687 388,366 ▲118,845 ▲305,334 ▲ 364,528 ▲ 3,255

ネットキャッシュ・フロー  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,959 43,932 515,284 ▲132,276 145,352 48,840 52,523 50,667 ▲37,771 338,078 ▲ 168,277 ▲ 1,502

1株当たり情報：
1株当たり当期純利益（純損失）（当社の所有者に帰属）：
　基本的（円、米ドル）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248.34 284.06 225.88 167.85 282.62 274.91 218.66 196.45 219.30 246.39 ▲ 93.68 ▲ 0.84

　希薄化後（円、米ドル）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246.99 282.79 225.38 167.46 281.87 274.30 218.18 196.02 218.80 245.83 ▲ 93.68 ▲ 0.84

配当金（円、米ドル）  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.00 56.00 52.00 38.00 65.00 65.00 55.00 55.00 68.00 70.00 50.00 0.45

1株当たり当社所有者帰属持分（円、米ドル） . . . . . . . . . . 1,728.22 1,725.74 1,436.11 1,780.37 1,966.66 2,130.89 2,537.52 2,742.36 3,074.03 3,437.75 2,898.23 25.88

配当性向*5（%） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 20 23 23 23 24 25 25 25 28 – –

株式：
期末発行済株式数*6（千株） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,688,303 1,641,203 1,642,904 1,643,532 1,644,074 1,646,173 1,647,158 1,647,158 1,648,541 1,620,384 1,584,595 –

財務指標：
ROE*7（%） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.0 16.5 14.3 10.4 15.1 13.4 9.4 7.8 7.5 7.5 ▲ 2.9 –

ROA*8（%） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.9 4.1 3.3 2.5 4.2 3.8 2.7 2.3 2.3 2.5 ▲ 0.9 –

ネットDER*9（倍） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1 1.2 1.5 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.8 0.9 –

DOE*10（%） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.9 3.2 3.3 2.4 3.5 3.2 2.4 2.2 2.3 2.1 1.6 –

株価情報：
期中平均株価（円、米ドル） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,371 3,110 2,299 1,969 2,102 1,840 1,626 1,626 1,897 2,143 2,262 20.20

株価収益率（PER）*11（倍） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.56 11.18 10.51 12.11 7.68 6.73 7.47 8.31 8.68 8.69 ▲ 24.08 –

株価純資産倍率（PBR）*12（倍）. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4 1.9 1.7 1.1 1.1 0.9 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 –

三菱商事株式会社および連結子会社
3月31日に終了した事業年度
当社は、2014年3月期より、従来の米国会計基準（U.S. GAAP）に替えて国際会計基準（IFRS）に準拠した連結財務諸表を作成しています。

2007年3月期から2011年3月期までの数値は、連結子会社における決算期の変更の影響を反映させるため、遡及的に調整しています。
ただし、　

1） 有利子負債、ネット有利子負債、ネット有利子負債倍率の2009年3月期以前の数値は遡及的な調整を行っていません。
2） キャッシュ・フローの2008年3月期以前の数値は遡及的な調整を行っていません。

注記：米ドル金額は便宜的に1米ドル＝112.0円で換算しています。
*1 「当期純利益（純損失）（当社の所有者に帰属）」は、U.S. GAAPでは「当社株主に帰属する当期純利益（純損失）」に該当します。「社債及び借入金（1年内期限到来分を除く）」は、U.S. GAAPでは「長期
債務（1年内期限到来分を除く）」に該当します。「資本（当社の所有者に帰属する持分）」は、U.S. GAAPでは「株主資本」に該当します。

*2 「運転資本」は現金および短期借入金を含む、流動資産および流動負債の純額となります。
*3 「有利子負債」は「短期借入金」および「社債及び借入金（1年内期限到来分を除く）」の合計額となります。
*4 「ネット有利子負債」は、有利子負債から現金及び現金同等物と定期預金を差し引いたものです。
*5 「配当性向」は組替再表示前（2013年3月期および2014年3月期についてはU.S. GAAPからIFRSへの組替再表示を含む）の当期純利益（当社の所有者に帰属）から算出したものです。
*6 当社が保有する自己株式は含まれていません。

 *7  「ROE」は、当期純利益（純損失）（当社の所有者に帰属）を、期首および期末の「資本（当社の所有者に帰属する持分）」の平均で除して算出したものです。
 *8  「ROA」は、当期純利益（純損失）（当社の所有者に帰属）を、期首および期末の資産合計の平均で除して算出したものです。
 *9  「ネットDER」は、ネット有利子負債を、「資本（当社の所有者に帰属する持分）」で除して算出したものです。
 *10  「DOE」は、1株当たりの配当金を、期首および期末の「1株当たり当社所有者帰属持分」の平均で除して算出したものです。
*11  「PER」は、期中平均株価に期末発行済株式総数を乗じた時価総額を当期純利益（純損失）（当社の所有者に帰属）で除して算出したものです。
*12  「PBR」は、期中平均株価に期末発行済株式総数を乗じた時価総額を資本（当社の所有者に帰属する持分）で除して算出したものです。

財務・ESGハイライト
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14.313.3 15.3 16.3

IFRS

4,190

4,713

3,710

2,758

4,645
4,523

3,600 3,614

3,235

4,006

▲1,494

▲93.7

16.0

16.5
14.3

10.4

15.1
13.4

9.4
7.8 7.5 7.5

▲2.9

07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.313.3 15.3 16.3

U.S. GAAP IFRS

2.88 2.83

2.36

2.93
3.23

3.51

5.57

3.08

3.44
3.57 2.97

2.95

3.65

4.18
4.34

4.47
4.59

4.32

5.07

4.60 4.52
4.42

1.1
1.2

1.5

1.0
0.9

1.0 1.0
0.9 0.9

1.0

0.8

07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 14.313.3 15.3 16.3

U.S. GAAP

07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3

U.S. GAAP

IFRS

247.0

282.8

225.4

167.5

281.9
274.3

218.2 218.8
196.0

245.8

07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 13.3 14.3 15.3 16.3

U.S. GAAP IFRS

113,503 116,383
108,375

108,037
112,728

125,883

144,107

159,011
150,647

167,744

149,163

3.9 4.1

3.3

2.5

3.8

2.7 2.32.3 2.5

▲0.9

4.2

従業員数（連結）
（単位：人）

取締役数
（単位：人）

環境データ（単体）
2014.3 2015.3 2016.3

CO2排出量（※1）

（単位：t-CO2） 国内単体 14,163 13,982 15,843*

エネルギー使用量
（単位：GJ（※2）） 国内単体 333,290 332,650 373,805*

物流起因のCO2排出量（※2）

（単位：t-CO2） 国内単体 66,229 60,058 57,621*

廃棄物排出量
廃棄物の排出量（単位：kg） 704,856 668,557 664,178*

廃棄リサイクル率（単位：%） 98.6 98.3 98.3* 

紙の使用量（※3）

（単位：枚） 本店、国内支社・支店など 73,964,005 65,837,377 58,554,479*

水の使用量（単位：m3） 本店 43,460 41,722 40,253*

対象期間：各年度4月1日～3月31日
集計範囲：
「国内単体」:本店、国内支社・支店など、データセンター・研修所などその他事業所
「本店」:三菱商事ビル、丸の内パークビルおよび東京に所在する一部のビル
「国内支社・支店など」:6支社および各支社の管轄する支店など
「廃棄物排出量」:本店のみを集計対象としています

人事データ（単体）
2014.3 2015.3 2016.3

従業員数
男性 4,749 4,703 4,678*

女性 1,609 1,619 1,612*

計 6,358 6,322 6,290*

管理職男女別比率（※4）(単位：%)
男性 92.9 92.1 91.3*

女性 7.1 7.9 8.7*

平均勤続年数 18.7 18.6 18.5*

海外在籍者数（グローバル研修生含む）（※5） 1,272 1,295 1,291*

障がい者雇用比率（※6）(単位：%) 2.12 2.06 2.19*

育児休職取得者数（※7）

男性 0 2 2*

女性 25 42 26*

計 25 44 28*

育児時間（時短）取得者数
男性 2 1 2*

女性 63 58 69*

計 65 59 71*

男性 0 1 0*

介護休職取得者数（※7） 女性 2 2 1*

計 2 3 1*

Scope1：「燃料使用に伴う直接的なCO2排出」+「事業活動に
伴うエネルギー起源CO2以外の温室効果ガス（5.5ガス）排出」
Scope2：「電力等の使用に伴う間接的なCO2排出」

■■ 社外取締役
■■ 取締役（社内）

■■ Scope1　■■Scope2

ESG情報

2015年7月2014年7月 2016年7月

68,383
71,994

68,247

14 14

115 5

5

9

6

9

3,390

1,523 1,552 1,909*

1,867 1,802 1,725*

3,354
3,634*

15.314.3 16.3 15.314.3 16.3

当期純利益（純損失）（当社の所有者に帰属）/ROE
（単位：億円）                                                                                    （単位：%）

資本（当社の所有者に帰属する持分）/ネット有利子負債/ 
ネット有利子負債倍率
（単位：兆円）                                                                                        （単位：倍）

■■ 資本 ［左軸］ 　■■ ネット有利子負債［左軸］　
 ネット有利子負債倍率［右軸］

■■ 当期純利益（純損失） ［左軸］ 　  ROE［右軸］

■■ 資産合計 ［左軸］　  ROA［右軸］

資産合計/ROA
（単位：億円）                                                                                        （単位：%）

1株当たり当期純利益（純損失）（当社の所有者に帰属）（希薄化後）
（単位：円）

財務情報

*の付された2016年3月期のESG情報は、その正確性について独立した第三者である株式会社トーマツ評価審査機構の保証を取得しています。
⇒詳細は当社ウェブサイト（http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/csr/management/pfm.html）をご覧ください。

※1 算定基準として以下を採用：なお、発電事業・熱供給事業
等の公共性の高い事業、及びジョイント・オペレーション
（共同支配事業）については、算定対象に含みません。

　   ・燃料使用に伴う直接的なCO2排出
          The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)
          “Emission-Factors-from-Cross-Sector-Tools-    

(April-2014)” (WRI/WBCSD) 
　   ・事業活動に伴うエネルギー起源CO2以外の温室効果ガス 
（5.5ガス）排出

         温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル（Ver 3.4） 
（2013年5月、環境省・経済産業省）

　   ・電力等の使用に伴う間接的なCO2排出
          The Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol)
         “Emission-Factors-from-Cross-Sector-Tools-

(August-2012)” (WRI/WBCSD)

※2 エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）に準
拠。物流に関しては、三菱商事を荷主とする国内輸送に関
わるもの。　

※3 コピー用紙（A4換算）の使用量。

※4 当該年4月1日時点

※5 「グローバル研修生制度」とは、事業のグローバル展開に
対応し、人材面でのグローバル競争力を強化するための
若手社員向け海外派遣制度です。海外のビジネススクー
ルへの派遣や中国やインドをはじめとした世界各国の文
化と言語を習得するための語学研修、また「若手のうちに
全員一度は海外経験を積む」という方針の下、入社2年目
以降世界各国でトレーニングを積むトレイニー制度などが
あります。

※6 前年6月1日時点

※7 当該年度内に休職を開始した人数でカウント

温室効果ガス排出量（連結）（※1）

（単位：千t-CO2e）
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　三菱商事は、企業理念である「三綱領」に基づき、コンプライアンスを実践し、グローバルベースで公明正大な事業活動を推進

することを通じて、社会の持続可能な発展への貢献を図っています。「中期経営戦略2018」においても、経済価値・環境価値・社

会価値の同時実現を通じた持続性のある付加価値の創出が、当社の成長にとって不可欠であるとの考えを改めて示しました。

　この三価値の同時実現に向けて、今般、内外環境の変化も踏まえ、持続可能な成長のための経営上の重要な課題として特定した

ものが「サステナビリティ重要課題」（マテリアリティ）です。これら重要課題に対処、挑戦することで持続可能な成長を確実なも

のにするとともに、社会に役立つ事業価値をさらに積極的に追求していきます。また、この担い手となる人材に関しては、その多

様性が尊重され、個々人が活かされる職場環境の整備や経営人材の育成を推進していきます。

　さまざまなステークホルダーからの期待も含め、企業を取り巻く地球環境や社会の持続可能性をめぐる状況が加速度的に変化し

ています。当社は、国連グローバル・コンパクト* を支持し、これら外部環境をしっかりと受け止め、今後も環境・社会等への当社

の取り組みに関する非財務情報の開示をはじめとしたステークホルダーとの対話と、さらには経営の健全性、透明性、効率性を確

保する基盤としてのコーポレート・ガバナンスの強化に継続的に取り組んでいく所存です。

*国連が提唱する「人権」「労働基準」「環境」「腐敗防止」等から成る10 原則の実践に取り組む、企業等のイニシアチブであり、当社は2010 年から支持を表明。
他にも、「持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）」に1995 年の設立当初から加盟する等、外部団体への参加をステークホルダー・エンゲージメ
ントの重要な活動の一つと位置付けています。

Our Vision

ESG は三菱商事の持続可能な成長を支える重要な根幹　
サステナビリティ重要課題への取り組みを通じて
「社会に役立つ事業価値」を追求します　

代表取締役 常務執行役員
コーポレート担当役員
（広報、総務、環境・CSR、法務、人事）、
チーフ・コンプライアンス・オフィサー

1980年三菱商事入社（人事第一部）。1989年欧阿
三菱商事会社（ロンドン）。1995年社長室会事務局。
1997年広報部。2001年広報部長。2006年総務部
長。2010年執行役員。2014年 6月取締役常務執
行役員 コーポレート担当役員（広報、総務、環境・
CSR、法務、人事）。2016年 4月より現職。

　三菱商事グループのコンプライアンスは、三綱領の中でも「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――という歴史的な価値観の大切さを役職員一人ひとりが

認識し、法令遵守はもとより、社会規範に照らして恥ずかしくない企

業行動を取ることにあります。

　この当社グループ共通の価値観の下、各国の法令や社会環境の変化

に対応するべく、連結・グローバルベースのコンプライアンス体制を

構築し、また国内外でさまざまな社員教育に取り組んでいます。国内

外のさまざまな領域への事業展開上、高い倫理観を持った経営人材を

育成し、日々のコンプライアンス対応を積み重ねることが、当社グルー

プの企業価値を高めることは言うまでもありません。今後も社内外の

環境変化に対応するべく、当社グループにおけるコンプライアンスの

徹底を図っていきます。

⇒コンプライアンス関連データ（社内規程、体制図等）につきましては P.109をご覧ください。

多様なステークホルダーとの対話を通じて、社会に役立つ事業価値を追求

経済価値

社会価値 環境価値

事業を通じて
三つの価値を
同時に実現

財務情報のみならず、

Environment（環境）

Social（社会）

Governance（企業統治）

に関する積極的な情報開示を
含めたステークホルダーとの
継続的な対話

社会に役立つ
事業価値

連結・グローバルベースのコンプライアンス強化

コーポレート担当役員メッセージ

コンプライアンスの重要性

社会規範法　令 社内規程

チーフ・コンプライアンス・オフィサーからのメッセージ
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　三菱商事は、『三綱領』を企業理念とし、公明正大を旨とする企業活動を通じ、継続的に企業価値の向上を図るとともに、物心と

もに豊かな社会の実現に貢献することが、株主の皆様やお客様をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識

しています。

　この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要

課題としており、監査役制度を基礎として、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や社外役員・社外委員を過半数

とする取締役会の諮問機関の設置などにより、経営監督機能を強化するとともに、執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行

の迅速化・効率化を図るなど、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。

　具体的には、広範かつ多角的な事業を展開する総合商社のガバナンス体制として、取締役会は社外取締役が 3分の 1以上を占め

る構成とし、社内役員の当社における豊富な事業経験と、社外役員の実践的・専門的な視点を活かすことにより、適切な意思決定と

経営監督の実現を図っています。また、ガバナンス・報酬委員会および国際諮問委員会を設置し、社外役員・社外委員より、当社の

コーポレート・ガバナンスやグローバルな事業展開等について、さまざまな視点から提言・助言を行っています。
⇒コーポレート・ガバナンス体制の詳細につきましては P.94～ P.99をご覧ください。

三菱商事のコーポレート・ガバナンス 現在のコーポレート・ガバナンス体制
 

 は、P.102をご覧ください。

  
 

  
 

業務執行体制

取締役会
取締役（社内）6名
社外取締役 5名

監査役・監査役会
監査役（社内）2名
社外監査役 3名

会計監査人

選任・解任
報酬（枠）の決定

選任・解任
報酬（枠）の決定

監査

選任・解任

諮問

提言 監査･報告 報告

執行役員の 
選任・監督

経営上の重要事項の付議 
業務執行の報告

会計監査

株主総会

ガバナンス･報酬委員会

国際諮問委員会

2000年以降の主な

コーポレート・ガバナンスへの

取り組み内容

取締役数
社外取締役

（当該年6月末時点）

取締役（社内）

2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

2

取締役の員数の絞り込み／社外取締役の増員　

ガバナンス委員会、国際諮問委員会設置
（2001年）

執行役員制度導入（2001年）

会長は代表権のない取締役に（2003年）

社外役員選任基準策定（2007年）

ガバナンス・報酬委員会に改称、
役員報酬レビュー・社長業績評価等を強化（2010年以降）

社外役員を独立役員に指定（2010年）

社外役員選任基準における独立性の要件を明示（2015年）

5

5 55
5

5
555

5
4

44

3
3

3

32

18 18 18
20

15 15 15
13 12

14 14 14

11

17 1716

■社外役員・社外委員を過半数とする取締役会の諮問機関の設置
　①ガバナンス・報酬委員会
　⇒当社ガバナンス、取締役・監査役の選任、役員報酬等のレビュー・提言
　②国際諮問委員会
　⇒海外有識者による当社経営・戦略に関するグローバルな視点からの提言・助言

■独立性ある社外役員の選任
　社外役員選任基準に基づき複数選任
    取締役会は1/3以上が社外

■執行役員制度の導入
　意思決定や業務執行を迅速化・効率化

（2016年 7月 1日現在）
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三菱商事の社外取締役・社外監査役

　三菱商事では、独立役員の要件を満たす社外取締役、社外監査役を複数選任しています。社外取締役は、企業経営者などの実践的

な視点を持つ者、および世界情勢、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から、社外監査

役は、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任しています。
⇒取締役、監査役の経歴につきましては P.100～ P.101をご覧ください。

企業経営 世界情勢 社会・経済 法　務 財務・会計 ガバナンス・
報酬委員会 国際諮問委員会　

加藤 良三　
元外務省
アメリカ合衆国
駐箚特命全権大使

グローバル企業にとって、年齢、性別、国籍、文化、価値観といった広範囲のダイバーシティ（多様性）
への取り組みは重要なテーマです。三菱商事では、取締役会の諮問機関であるガバナンス・報酬委員会、
国際諮問委員会を通じ、社外の知見を取り込み、こうしたテーマについても取り上げています。引き続き
充実した審議を通じて三菱商事グループとしてのダイバーシティの実現を目指し、社外取締役の立場で意
見していきたいと思います。

7年 ● ● ●

今野 秀洋　
元経済産業省
経済産業審議官

三菱商事は、『三綱領』を土台として、継続的にコーポレート・ガバナンスを強化してきた企業です。その
さらなる深化のためには、『三綱領』をはじめとする理念や価値観が事業投資先まできちんと浸透している
かが重要だと考え、自身もこれまで内外のさまざまな現場に足を運び、役職員との対話を行ってきました。
今後も現場をよく理解した上で、経営に対する適切な助言と監督に努め、三菱商事のさらなる成長に貢献
していきたいと考えています。

6年 ● ● ●

社
外
取
締
役

西山 昭彦　
一橋大学特任教授

社外取締役に就任して 1年、全ての営業グループ・部門およびコーポレートスタッフ部門の各部署とのセッ
ションを計 23回行いました。そして、社外と社内の役員、社外役員同士が建設的な議論を行い、株主・投資
家の視点を経営に反映させようと、さまざまな提言をしてきました。今後さらなる成長に向けて、経営戦略
や企業を取り巻くリスクを社外役員が共有し、共に中長期的な企業価値向上を見据えた連結経営を進めてい
く所存です。引き続き、経営に対する攻めと守りの機能の両面を果たすよう、取り組んでいきたいと思います。

1年 　　　　　　　　● ●

大宮 英明　
三菱重工業 (株)
取締役会長

三菱商事がグローバル企業として成長を続けていくためには、スピード感ある変化への対応力と国際競争
力のさらなる強化が必要です。垣内社長のリーダーシップの下、三菱商事がさらなる競争力を発揮し成長
していくことを期待しています。私も、これまでメーカーの企業経営者として感じてきた日本企業や三菱
商事の強み・弱みを踏まえ、社外取締役の立場で三菱商事の成長のために意見していきたいと考えています。

2016年 6月就任 ●

岡 俊子　
(株)岡＆カンパニー
代表取締役 
経営コンサルタント

総合商社のビジネスが、従来のトレーディング中心から、事業経営により収益を拡大させる事業モデルに変
化する中で、投資先パートナー企業の価値向上に会社として正面から取り組んでいくことはますます大切で
す。経営コンサルタントとして、クライアントの企業価値向上に取り組んできた経験から、三菱商事グルー
プの価値向上につながる実践的な取り組みを、社外の視点から提言していきたいと思います。

2016年 6月就任 ● ●

國廣 正　
国広総合法律事務所 
弁護士

企業をめぐるリスクは複雑化・多様化を極め、求められるコンプライアンスの水準も高度化しています。
危機管理は、企業の信頼と持続可能性を回復するプロセスそのものであり、三菱商事においても平時から
危機管理プロセスが整備されるよう、助言・提言を行っています。今後も、経営陣との緊密なコミュニケー
ションを図り、会計監査人や内部監査部門とも連携することで、適切な監査を行っていきます。

4年 ● ●

社
外
監
査
役

西川 郁生　
慶應義塾大学商学部
教授
公認会計士

企業がステークホルダーから信頼を得るためには、経営者が高いインテグリティ（誠実性）をもって適切
な財務諸表を作成し、それを適時かつ十分に開示する体制が整っているかどうかがポイントです。三菱商
事が引き続き透明性の高い内部統制・コンプライアンス体制を推進していくよう、公認会計士、企業会計
基準委員会委員長としての経験を活かし、客観的・専門的な視点から、監査していく所存です。

2016年 6月就任 ●

高山 靖子　
元 (株)資生堂
常勤監査役

消費財メーカーで CSR 担当や監査役を務めてきた経験から、企業の持続可能な成長のためには、株主・投
資家、パートナー企業、消費者、従業員、社会など、さまざまなステークホルダーの信頼に応える透明性・
実効性あるガバナンス体制の構築が不可欠だと感じています。三菱商事においてもその取り組みがますま
す強化され、ステークホルダーから理解され支持される企業であり続けるよう、社外監査役としての役割
をしっかりと果たしていきたいと思います。

2016年 6月就任 ● 　

社外取締役・社外監査役からのメッセージ 在任年数氏     名
主な専門性・バックグラウンド 取締役会の諮問機関の委員就任状況

（2016年 7月１日現在）
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コーポレートガバナンス・コードへの対応状況

　三菱商事は、従来から経営の健全性・透明性・効率性を確保する基盤としてコーポレート・ガバナンスの継続的強化に取り組んでおり、

コーポレートガバナンス・コードの各原則については、全て実施していると判断しています。
⇒詳細は当社ウェブサイトに掲載のコーポレート・ガバナンス報告書をご覧ください。

具体的な取り組み事例

1.株主の権利・平等性の確保
　

三菱商事では、株主の権利が実質的に確保され、その権利を適切に行使いただけるよう、環境の整備に努めています。　

2.株主以外のステークホルダーとの適切な協働
　

三菱商事は、継続的な企業価値の向上と社会の持続可能な発展への貢献を図るため、株主の皆様やお客様をはじめとする全てのステー

クホルダーに配慮した事業活動を推進しています。人権の尊重や地球環境への配慮などについて、「企業行動指針」、「役職員行動規範」、

「環境憲章」、「社会憲章」などの当社規程において定めるとともに、「環境・CSR 委員会」、「環境・CSR アドバイザリーコミッティー」

を設置し、環境・CSR 活動の在り方を継続的に議論しています。

　　　

■株主総会における取り組み

定時株主総会開催日の３週間前を目安に、株主総会招集通知

を発送することに加え、株主の皆様への発送に先立ち、ご参

考として三菱商事ウェブサイト上に株主総会招集通知（和・

英）を掲載しています。また、議決権電子行使プラットフォー

ムに 2008年から参加しています。

■『株主の皆様と共に育む豊かな森づくり』

2011年度から、株主の皆様と共に推進する地球環境の保全・

改善活動として『株主の皆様と共に育む豊かな森づくり』を

実施しており、株主総会招集通知など、株主の皆様へ紙で郵

送している資料を Eメールでお送りすることにご賛同いただ

きますと、株主お一人様につき半期に 1本、マレーシアで植

樹を行っています。

4.取締役会等の責務
取締役・監査役による経営監督・監査機能が十分に発揮される

よう、取締役室および監査役室を設置し、職務遂行に必要な情

報を適切かつタイムリーに提供しています。

■社外役員スモールミーティング

三菱商事の経営やコーポレート・ガ

バナンス等に関する幅広いテーマに

ついて自由にディスカッションし、

社外役員同士の連携の深化を図って

います。

■事業投資先視察

三菱商事グループの幅広い業務内容

についての理解を深めるため、毎年、

社外役員による当社グループ企業等

の現場視察を実施しています。

5.株主との対話
株主・投資家との建設的な対話を通じた継続的かつ中長期的な企

業価値の向上を図るため、株主総会をはじめ、国内・海外機関投

資家との対話、個人投資家説明会、四半期ごとの決算説明会など、

社長をはじめとする経営幹部による対話等の取り組みを推進して

います。

ウェブサイト上における
株主総会招集通知の公開時期

株主総会開催日5週間前
社外取締役人数/取締役総数

5名/11名（2016年 7月１日現在）

取締役会

15回開催（2015年度、臨時開催含む）

経営幹部と監査役との対話（社外取締役も同席）

9回開催（2015年度）

＜取締役会以外の場におけるコミュニケーションの機会＞

社外役員スモールミーティング

3回開催（2015年度）

ガバナンス・報酬委員会

4回開催（2015年度）

 賛同株主数

20,535名
 （2015年度下半期） 

 累計植樹数

238,720本
 （2016年 3月末時点） 

＜各種情報開示書類＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・株主総会招集通知
・決算説明会資料
・決算短信
・統合報告書
・コーポレート・ガバナンス報告書

・有価証券報告書・四半期報告書
・株主通信
・会社案内
・個人投資家セミナー資料

3.適切な情報開示と透明性の確保
経営計画の進捗をはじめとする経営状況に関する情報、定量的な

財務情報、コーポレート・ガバナンスや環境・CSRなどの非財務情

報について、法令に基づく開示に加え、それ以外の情報提供の機

会を積極的に設けるなど、適時・適切な情報開示を行っています。

適切な情報開示と透明性の確保

ディスクロージャー
優良企業賞 14 回受賞

株主との対話

機関投資家
との対話 392回 （2015年度）
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社内の視点

社
外
の
視
点

候補となる課題要素のリストを作成
三菱商事の持続可能な成長を考える上で考慮すべき課題となり得る要
素を、ISO や国連 SDGs※1 等の外部の課題ガイドラインをベースとし
て、網羅的なロングリストにまとめました。

社内外の視点から各要素の重要度を判定
ステップ 1 で作成したリスト内の各要素に対して、「当社営業部門・グ
ループの視点」（横軸）および「社外ステークホルダー※2の視点」（縦軸）
から、当社の持続可能な成長に対する機会・リスク双方を踏まえた重要
度を判定し、いずれの視点においても重要度が高い要素を抽出しました。

サステナビリティ重要課題を特定
ステップ２で抽出された重要な要素について、環境・CSR アドバイザ
リーコミッティーを含めた社外ステークホルダーの意見も踏まえて再
整理等を行い、取締役会における議論も経てサステナビリティ重要課
題を特定しました。

ステップ1

ステップ2

ステップ3

サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）
～持続可能な成長を実現するために特に対処すべき重要課題～
  

サステナビリティ重要課題を特定するに当たっての考え方
ステークホルダーからの期待の高まりも含め、地球環境や社会が抱える課題への対応が三菱商事の長期的な成長に与えるインパクト

が近年ますます高まりつつあります。そうした状況認識の下、当社は「中期経営戦略 2018」において、目指す企業像の中で「社会

に役立つ事業価値」を追求し、経済価値・環境価値・社会価値の同時実現を目指す姿勢を改めて掲げました。サステナビリティ重要

課題は、総合商社たる当社の業態を踏まえつつ、三価値の同時実現を積極的かつ全社統一的に具現化するための道標として特定した

ものです。

三菱商事の持続可能な成長のために不可欠である三価値の同時実現を目的として、7つのサステナビリティ
重要課題を特定しました。これらへの取り組みを通じて、当社は社会に役立つ事業価値の創出を追求します。

特定プロセスの説明

※ 1：国連が 2015 年に総会で決定した 2030 年を目標とする持続可能な開発目標。
※ 2：機関投資家や NGO、その他の社外有識者等。

三菱商事の
サステナビリティ
重要課題

低炭素社会への移行

地域課題への対応と
解決策の提供

地域・コミュニティー
との共生

持続可能な調達・供給の実現

次世代ビジネスを通じた
社会課題の解決

自然環境の保全

魅力ある職場の実現

経済価値

社会価値 環境価値

事業を通じて
三つの価値を
同時に実現

環境・CSR アドバイザリーコミッティー
にて討議
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サステナビリティ重要課題の概要と取り組み事例

課　題 概　要 　　　　　　　　　　　　取り組み事業例 参照先

低炭素社会への移行

気候変動は、あらゆる事業活動に影響を及ぼし得る課題です。三菱
商事は気候変動問題が事業にもたらす影響を想定の上、これらに対
処するとともに、低炭素社会への移行を促す事業や温室効果ガスの
削減に積極的に取り組みます。

　　　　　

　　　　　オランダの洋上風力発電事業 

オランダ・Eneco社と共同で建設・運営しています。2015
年に操業を開始して以来、43本の風車で、オランダ15万
世帯にクリーンな電力を提供し、低炭素社会への移行に貢
献しています。

P.42、67、71

持続可能な調達・供給の実現

日本をはじめとする各国・地域のニーズに基づき、人々の暮らしを
支える資源・原材料等を将来にわたって安定的に調達・供給するこ
とが三菱商事の重要な役割の一つです。自社の事業のみならず、サ
プライチェーンにおける他社事業の環境・社会性面にも配慮しなが
ら、持続可能な調達・供給を実現していきます。

　

　　　　　

　　　　　天然ガスの安定供給に貢献するインドネシアの
　　　　　ドンギ・スノロ LNG事業　

資源メジャーが参画しないオール・アジアの企業による
LNG事業です。三菱商事は最大株主としてプロジェクト
に参画、本邦だけでなく東アジアのエネルギー安定供給
にも貢献していきます。

P.43

地域課題への対応と
解決策の提供

グローバルに事業を展開する三菱商事にとって、各国・地域が直面
する課題を適時、適切に把握し、解決に貢献することが重要です。
地政学リスクに対して適切に対応しながら、課題の解決に果敢に挑
戦し、各国・地域の発展に寄与していきます。

　　　　　ミャンマーの経済発展につながる
　　　　　ティラワ工業団地開発事業

ヤンゴン近郊南方のティラワにおいて、工業団地を開発
し、現地の雇用創出、産業基盤の発展に貢献しています。
日緬双方で力を合わせ2015年9月に開業し、順調に推移
しています。

P.48～ 49、71

次世代ビジネスを通じた
社会課題の解決

三菱商事は常にビジネスモデルの変革を通じて、時代に即した付加
価値の提供を行ってきました。技術革新がもたらす産業の大きな変
化も取り込みながら、常にイノベーティブなビジネスを構築し、社
会課題の解決に取り組みます。

　　　　　Tataとの協働による IT事業の推進

Tata Consultancy Services（TCS）等のパートナーやシリ
コンバレー支店等の海外拠点を通じて、新技術やビジネ
スモデルの情報を収集し、デジタル化の影響が大きい産
業分野におけるビジネス開発を推進しています。

P.63

自然環境の保全
三菱商事は地球が最大のステークホルダーであると認識し、事業を
継続していくために、生物多様性に配慮し、環境負荷低減や環境保
全に努めます。

　　　　　熱帯林再生実験プロジェクトを
　　　　　4カ国で実施中

失われた熱帯林の短期再生を目指し1990年にマレーシア
で実証実験プロジェクトを開始。現在はそれに加え、ブ
ラジル、ケニア、インドネシアで展開し、開始当初に植
えたものは20メートルを超すまでに生長しています。

P.03、36、
44～ 45、75

地域・コミュニティーとの共生

事業活動を行う上で、その地域のさまざまな関係者と共生していく
ことが重要です。事業活動を通じて地域の発展に寄与するとともに、
社会貢献活動なども通じて、地域・コミュニティーと共生を図って
いきます。

　

　　　　　プラスチック成型・加工訓練センターでの
　　　　　技術教育・訓練の支援

サウジアラビアの重要な社会課題である若年層の雇用拡
大に寄与するため、職業訓練庁、エネルギー・産業・鉱
物資源省をはじめ現地の業界団体代表数社と共に運営を
支援しています。

P.44～ 45、75 

魅力ある職場の実現

三菱商事には、性別や国籍の違いだけでなく、さまざまなライフス
タイル、多様な価値観を持つ社員が在籍しています。事業の多様化、
グローバル化が急速に進む中、これからも継続的企業価値を創出す
るため、多様な人材が価値観を共有し、切磋琢磨しながら成長して
いく職場の実現を目指します。

　　　　　
　　　　　米国三菱商事会社の社長に就任した
　　　　　スティーブンス氏（右）

三菱商事は、連結・グローバルベースでの人材育成・活
躍促進に取り組んでいます。段階的な研修プログラムや
国を超えた異動を経験した拠点の社員が多く活躍してい
ます。

P.46～ 47、 79、
83、87、91
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環境・社会性面からのリスク管理体制
　三菱商事では投融資案件の審議に際し、経済面だけでなく、環境面や

社会性面も含む総合的な観点から審議・検討を行っています。

　特に取締役会や社長室会において審議される全ての案件については、

投融資委員会にサステナビリティ推進部がメンバーとして参加すること

で、環境や社会に与える影響も踏まえた意思決定が行われるような審査

体制が整備されています（右の図参照）。

三菱商事の環境マネジメントシステム
　三菱商事では、幅広い事業領域において、グローバルなビジネスを展開しています。当社が関わるさまざまなビジネスと環境と

の関わりを把握することが重要と考え、社長を最高責任者とする環境マネジメントシステム（EMS）を、ISO14001規格にのっとり、

構築しています。
⇒当社の環境パフォーマンス情報につきましては P.29をご覧ください。

三菱商事の持続可能な成長を支える方針と体制

基本方針
　地球環境や社会の持続可能性をめぐる状況が加速度的に変化する中、

中長期的な視点を持ち、自社の持続可能な成長を追求するとともに、その

在り方を示すことが企業に求められています。

　三菱商事は、「中期経営戦略 2018」において、事業を通じて経済価値・

環境価値・社会価値の三つの価値を同時に実現する姿勢を改めて示すとと

もに、内外環境も踏まえ、経営上の重要な課題としてサステナビリティ重

要課題（マテリアリティ）を特定しました。

　これらの重要課題に対処、挑戦することを通じて持続可能な成長を確実

なものにするとともに、社会に役立つ事業価値をさらに積極的に追求する

ことを基本方針としています。

組織体制
　三菱商事では、環境・CSR 全般の基本方針を討議する組織として、副社

長や常務をメンバーとする「環境・CSR 委員会」を設置し、社長室会に提

言を行っています。

　また、社外有識者の方々を加えた「環境・CSR アドバイザリーコミッ

ティー」を設置し、当社の取り組みに対する助言や提言を頂いています。
⇒環境・CSR アドバイザリーコミッティーにつきましては P.54をご覧ください。

経済価値

社会価値 環境価値

事業を通じて
三つの価値を
同時に実現

投融資案件の仕組み

取締役会

社長室会

申立部局

●地球環境（気候変動・生物多様性など）
●地域・社会（先住民・文化遺産など）
●人権・労働（児童労働・強制労働など）

サステナビリティ推進部等

投融資委員会

案
件
申
立

意見

意見

　　　 持続可能な調達・供給の実現
　　　 [サプライチェーン・マネジメント ]

　三菱商事は、サプライチェーンにおいても環境・社会性面のマネジメントが重要であると認識し、「サ
プライチェーンにおける CSR行動ガイドライン」を策定しています。同ガイドラインを取引先関係者
の皆様と共有することのみならず、その遵守状況を確認するための定期的なアンケート調査を実施し
ています。
　また、当社の社員によるサプライヤーの現地視察も行っています。直近では、当社100%子会社のエム・
シー・フーズの取引先であるスリランカの紅茶生産者 Mabroc社、さらには、Mabroc社が原料の茶葉
を仕入れる Kelani Valley社を訪れ、環境・社会性面に関する考えや理念について、マネジメント・イ
ンタビューを通じ理解を深めるとともに、その実践状況を農園等において視察し、さらには、従業員
に対しその理解度を確認するためのインタビューを行いました。結果、同社が環境・社会性面への取
り組みを経営の根幹に据えている企業であることを確認しました。
　当社は引き続きサプライヤーの取り組みの継続的な把握に努めるとともに、環境・社会性面に対し、
優れた活動を実践するサプライヤーとの取引を通じて、持続可能な調達の推進を図ってまいります。
　なお、ガイドラインの詳細、サプライヤーに対するアンケート調査や現地視察の結果については、
当社ウェブサイト（http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/csr/management/supplychain.html）をご覧
ください。

　　　低炭素社会への移行
　　　 [気候変動問題への取り組み ]

　三菱商事は、気候変動問題への対応を重要な課題として認識し、低炭素社会への移行を見据えた上で、
法制度やステークホルダーからの期待に応じるための事業コストや制約要因の増加に適切に対処する
とともに、再生可能エネルギーなどの事業展開といった成長機会の取り込みを通じて、社会的な事業
価値の創出を目指します。なお、当社の2015年度における再生可能エネルギーを通じた発電は、従来
型の方式（石油火力発電）と比較して、約150万トンに相当する温室効果ガスの排出量の削減に寄与し
ました。

■三菱商事の温室効果ガス排出量の削減方針
　三菱商事は温室効果ガス排出量（連結）に関して、2015年度期以降の3年間、原単位で1%以上の削
減（2012年度比）を目指す方針を掲げ、対象事業会社と共に、排出量削減の取り組みを行っています。
　2015年度における連結ベースの「燃料使用に伴う直接的なCO2排出量および事業活動に伴うエネル
ギー起源CO2以外の温室効果ガス（5.5ガス）排出量（スコープ1）」および「電力等の使用に伴う間接
的なCO2排出量（スコープ2）」は合計で約363万CO2eトン（算定詳細はP.29参照）となりました。 Mabroc社および Kelani Valley社従業員に

通訳を介し、従業員の母国語でインタビュー
を行う当社社員

スリランカの紅茶サプライヤー
Kelani Valley社の茶園労働者の労働環境を視察愛知県田原市のメガソーラー

環境・CSRアドバイザリーコミッティー　

三菱商事はCDP(旧Carbon Disclosure Project)において、以下の評価を受けました。CDPは、企業の気候変動
に関する情報開示の分野で、世界の投資家から最も信頼されている評価・格付けの一つです。
・CDP気候変動（企業の気候変動問題に対する対応状況を評価）
　情報開示スコアで99点 (100点満点 )、パフォーマンススコアでB評価
・CDPウォーター（企業の水リスク管理に関する取り組みを評価）
　「B-マネジメント」の評価 (「資本財・サービス」セクターの中で第1位タイ )

三菱商事は、日経環境経営度調査で非製造業商社部門で1位に選ばれました。日経環境経営度調査は、日本
経済新聞社が、企業の環境対策と経営を両立させる取り組みを評価する調査です。

外部からの評価

日経環境経営度調査

（2016年10 月１日現在）

当社は、環境省の「Cool Choice」
キャンペーンに賛同しています　



三菱商事 東日本大震災復興支援基金
（2011～2014年度）

三菱商事復興支援財団
（2015年度～）

学生支援奨学金
45億円

復興支援助成金
10億円

産業復興・
雇用創出支援
20億円

寄附・
ボランティア活動
など
25億円

25億円

10億円

100億円

ふくしま
ワイナリー
プロジェクト
＋奨学金

産業復興・
雇用創出支援

35億円
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三菱商事の社会貢献活動

三菱商事の持続可能な成長は、持続可能な社会の実現を追求す
ることなしでは果たし得ないとの考えの下、事業と社会貢献活
動の両輪によりサステナビリティ重要課題に取り組みます。
社会貢献活動においては、「地域・コミュニティーとの共生」
「自然環境の保全」のニつを中心としたサステナビリティ重要
課題への取り組みとして、「地球環境」「福祉」「教育」「国際
交流・貢献」「文化・芸術」「復興支援」の分野に注力しています。
具体的な取り組みに当たっては、当社らしさ、社員の自発的な
参加、そして継続性を重視・尊重しながら、社会に役立つ事業
価値を創出していきます。

社員による社会貢献活動
　三菱商事は、社員一人ひとりが社会貢献に対する意識を高めていくこと

を重要と考え、ボランティア休暇制度や昼休みを利用した社内で行われる

ボランティアプログラムの開催など、社員のボランティア活動への参加を

促すさまざまな取り組みを進めています。

　また、2011年の東日本大震災直後から復興支援活動を実施し、これま

でに 4,000人以上の社員がボランティアとして参加しました。

■トークン制度／ボランティア休暇制度

　社員のボランティア活動は、トークンという仮想通貨に換算（活動 1回

につき 1トークン =500円）し、会社が福祉、教育、環境関連の NPO や財

団に寄附する仕組みを整備しています。トークンは会社が指定するボラン

ティアだけではなく、社員の自発的な活動でも取得可能としています。

　また、年間最大5日間のボランティア休暇を社員に認めています。

財団・基金を通じた支援活動
■三菱商事復興支援財団

　三菱商事は、東日本大震災の復興支援活動のために、地震発生直後に当

初の4年間を対象として総額100億円の復興支援基金を創設し、被災した

地域の状況やニーズに合わせてさまざまな活動を展開してきました。2012

年春には、三菱商事復興支援財団を設立し、学生支援奨学金および復興支

援助成金を基金から継承するとともに、被災地の産業復興・雇用創出支援

に取り組んでいます。2015年度には、その後の5年間の活動資金として35

億円の追加拠出を決定しました。従来の活動を継続しながら、福島県郡山

市で新たに果樹農業の6 次産業化を支援するための「ふくしまワイナリー

プロジェクト」を推進していきます。

2015年度

ボランティアによるトークン数

トークンによる寄附

5,804,000 円

ボランティア休暇
取得人数 178名

（実人数）

ボランティア休暇
取得日数 216.5日

2013年度 2014年度 2015年度

10,870
12,173 11,608

社会貢献に関する基本理念
（1991年制定）

Public Welfare
福祉

Global Environment
地球環境

International
Exchange & Contributions

国際交流・貢献

Culture and Arts
文化・芸術

Education
教育

Education
教育

Culture and Arts
文化・芸術

グッド・コーポレート・シチズン
としての自覚を持ち、
地球的視野から
社会に対して

幅広い貢献活動を行う。

母と子の自然教室

東日本大震災復興支援ボランティア

昼休みを利用した
社内ボランティア活動

三菱商事復興支援財団は、郡山市と地元農家と共に、果樹農業の 6 次産業化を支援する
「ふくしまワイナリープロジェクト」をスタート。「ふくしま逢瀬ワイナリー」を建設し、

2016 年 3 月にスパークリングワインを初出荷しました。

森下水産／岩手県大船渡市

産業復興支援先

サンフレッシュ小泉農園／
宮城県気仙沼市

気仙沼地域エネルギー開発
／宮城県気仙沼市

南相馬ソーラー・アグリパーク
（体験学習施設）
／福島県南相馬市

サンゴ礁保全プロジェクト

地球環境 福祉 教育 文化・芸術国際交流・貢献

ミャンマー
農業人材育成支援

大分国際車いすマラソン大会 三菱商事留学生奨学金 三菱商事アート・ゲート・
プログラム

三菱商事米州財団および三菱商事欧州アフリカ基金

　三菱商事は三菱商事米州財団（MCFA）および三菱商事欧州アフリカ基金
（MCFEA）を通じて、環境保全活動や環境に関する教育研究、貧困問題への取り
組みを支援しています。以下にそれぞれの代表的な取り組みをご紹介します。
　MCFAは小規模農家に融資・金融教育を提供しているRoot Capitalの活動に賛同
し、2009年より同団体を支援しています。2015年度には支援を拡大し、同団体に
対して 10年間の劣後ローンを提供しています。また、MCFEAは、クリーンで安価な
ソーラー照明の農村地域への提供により、2020年までにアフリカから灯油ランプの使
用根絶を目指す「ソーラーエイド」に長年のパートナーとして協力を行ってきました。ソー
ラーエイドでは、MCFEAからの支援を一助として、1,000万人を超える人々の生活の
改善と気候変動との戦いに貢献してきました。

　　　

　三菱商事では、長年にわたり取り組んできた「障がい者スポーツ支援」をさ
らに充実させるため、“DREAM AS ONE.”プロジェクトを2014年度に立ち上げ
ました。2015年度には、障がい児向けスポーツ教室、障がい者スポーツボラン
ティア養成講座、各種スポーツイベントを44回行いました。また、3名の障が
い者アスリートが当社の社員として活躍しています。（2016年7月1日現在）

夜に勉強できるよう、ソーラー充電式ランタンを
生徒に配布

　©Solaraid

DREAM AS ONE.　～ともに一つになり、夢に向かって～

⇒詳細は当社ウェブサイト（http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/csr/contribution/）をご覧ください。

©OISCA



三菱商事グループの経営人材育成プログラム

Off-JT

OJT

*共通プログラム：三菱商事本店・国内外拠点・三菱商事グループ企業の社員を対象にした合同研修

MC経営塾

共通プログラム*

■ 国内外の拠点・グループ企業も含めた、計画的なキャリアパス
■ 多様な現場での実践経験

Program for Global Leaders (PGL)
（General Manager層／ 海外ビジネススクール教授出講）

Program for Leadership Development (PLD)
（Manager層／海外ビジネススクール提携）

Junior Management Program (JMP)
（Assistant Manager層／国内ビジネススクール教授出講）
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三菱商事の人事施策の考え方

三菱商事グループでは、「性別・年齢・国籍等にかかわらず、
能力と意欲の高い者により活躍してもらう」、「実績を重視し、
機能と貢献度に応じた処遇を実現していく」という人事の基本
的な考え方をベースに、事業の多様化・グローバル化に対応し、
連結・グローバルベースでの人材育成・活躍促進に取り組んで
います。
事業経営モデルの実現に向けて、経営人材の育成・輩出をさら
に強化するとともに、多様な人材が価値観を共有し活躍できる
よう、ダイバーシティを活かした「魅力ある職場の実現」に取
り組んでいきます。

三菱商事グループを率いる経営人材の育成
　三菱商事では、高い倫理観、変化への想定力、困難を乗り越える実行力を持つ経営人材の育成に取り組んでいます。

　社員一人ひとりが最大のパフォーマンスを発揮できるよう、計画的なキャリアパス・OJT 経験を重視するとともに、OJT を補完す

る目的で各種研修プログラムを整備しています。特に経営人材の育成の観点から、本店社員に限らず、国内外の拠点・当社グループ

企業社員も対象に、段階的な経営人材育成プログラムを実施しており、国内外ビジネススクール講師を起用、最先端のビジネススキ

ルの習得・向上を図っています。さらに海外主要校の短期ビジネススクールへの派遣にも力を入れています。

　今後は、事業経営モデルの実現に向けて、当社の強みや機能を主体的に発揮し、事業の成長をけん引できる経営人材をより多く育

成・輩出できるように、人材育成体系を強固なものにしていきます。　

⇒具体的な施策につきましては P.79 の「MC 経営塾」、P.83の「共通プログラム」をご覧ください。

ダイバーシティマネジメント
～さまざまな経営環境の変化に対応できる、柔軟で強い組織へ～

　三菱商事グループには、性別や国籍の違いだけでなく、さまざまなライフスタ

イル、多様な価値観を持つ社員が在籍しています。当社グループがこれからも継

続的企業価値を創出するには、多様な人材が価値観を共有し、切磋琢磨しながら

成長していくことが不可欠です。当社グループにおけるダイバーシティ・マネジ

メントの意義は、「経営環境の変化に対応できる、柔軟で強い組織をつくること」

にあると考えています。

　企業理念である「三綱領」の精神を共有しながら、

●性別、地域によらず、広く優秀な人材の獲得・活躍促進

●背景・価値観等の違いによる、新たな視点や発想を、経営・事業創造や地域展開
に活かすこと

●多様な人材が、職場で受容され、活かされることによる、組織全体のパフォーマ
ンス向上

を目指します。
⇒具体的な施策につきましてはP.87の「国を超えた異動・価値観の共有」、P.91の「女性活躍推進」をご覧ください。

三菱商事らしい新しい働き方
～メリハリのある働き方の推進～

　三菱商事では、各組織・個人が、自律的に、メリハリのある働き方を目指し、成果・業績の向上を図りつつ、生産性・効率性を高

めた、“三菱商事らしい新しい働き方”の実現に取り組んでいきます。

　個々の事業環境や対面業界などが異なる中、各組織・個人の自律的な取り組みを尊重しながら、会社全体としても、計画的な休暇

取得の促進により、有給休暇取得率 70%以上を目指す他、長時間残業の課題がある組織では、個別に改善策を策定・実行しています。

　成果に応じた公正な評価がなされる組織風土・文化を育みながら、多様な人材が活躍できる環境をつくっていきます。

連結・グローバルベースの人事体制
～三菱商事グループ DNAの浸透～

　三菱商事では、連結・グローバルベースでの人材への取り組み、および各拠点や当社グループ企業の事業支援を強化するために、

グループ全体での人事機能・体制を強化しています。本店人事部のみならず、拠点や当社グループ企業の人事部局が相互に連携して、

連結・グローバルベースで各種人事サポートを行っています。

　当社グループの多様性を束ね、当社グループの DNAのさらなる浸透を図るため、2016年度より「グローバル人事ポリシー」を導

入します。当社における人事の基本的な考え方をベースに人事の基本コンセプト、評価・報酬の考え方、採用のプロセスや、育成・

研修の考え方等、人事制度について、一定の標準化を図り、人事面での連結経営体制強化を目指します。

～アジアにおける人事体制の強化～

　アジアにおいては、事業投資先・派遣社員数が大幅に増加している状況を踏まえ、人事部内の営業支援機能を集約した三菱商事の

100% 国内子会社ヒューマンリンク（HLC）の現地法人 Human Link Asia （HLA）をシンガポールに設立しました。国内で培った事業

投資先支援ノウハウを活かし、海外拠点・事業投資先の企業活動を支援していきます。

三菱商事グループ全体の人員数

単 体 連 結

国
内

海
外

国内
三菱商事グループ
企業社員

（約33,000名）

海外
三菱商事グループ
企業社員

（約27,000名）

三菱商事
社員

（約6,300名）

海外拠点
社員

（約3,200名）

【具体的な取り組み】

・ワーク・ライフ・バランスを
　重視した働き方の見直し

・育児や介護などとの両立支援

・国籍を超えた人材の活躍促進

・女性活躍推進

・シニアの活躍支援

・障がいのある人々の能力の最大化

・多様な価値観に対する理解の促進



トルコ　チャルックホールディング会長からのメッセージ

　チャルックホールディング社と三菱商事は90年代からプラント建設案件を中心に協業実績を重ねてきてい
ます。2014年には当社傘下の建設会社と三菱商事でトルクメニスタンにおける大型肥料プラント案件を共同
受注するなど、長年の協業を通じ信頼を構築してきました。
　2015年には三菱商事が当社傘下の総合エネルギー・インフラ事業会社チャルッ
クエナジー社の株式を取得の上、相互の人材交流を含めた戦略的パートナーシッ
プの構築を行うことに合意しました。
   三菱商事と戦略的な連携を通じて、今後とも中東・中央アジア諸国やアフリカ
での取り組みをより一層推進していく方針です。

ミャンマー　SPAグループ会長からのメッセージ

　2011年以降、ミャンマーは民主化を契機とし、市場開放に大きくかじを切り、経済成長が加速しています。
　SPAグループと三菱商事は、ほぼ20年にわたり貿易関連のビジネスに取り組み、互いの信頼関係を築いて
きました。両社は、同国の大きな変化を事業機会として捉え、中長期的な事業パー
トナーとして、自動車やエレベーター、タイヤを中心に多くの合弁事業会社を
設立しています。加えて、2016年7月に、SPAグループ関連会社2社と三菱地所・
三菱商事両社とミャンマー最大の商業都市であるヤンゴン市中心部において、
大規模な複合再開発事業「Landmark Project」を開始することに合意しました。
　今後も両社の関係を深化させ、これから本格的に発展するミャンマーの成長
に共に貢献したいと思っています。

ビジネス拡大への取り組み  　～パートナーとの協働～　　　

ビジネス拡大への取り組み  　～全社拠点と事業投資先の協働～　　　

連結ベースでの事業投資先支援
　三菱商事の全社拠点には、地域の情報や、知見やノウハウが蓄積されてい
ます。これを当社の事業投資先と共有することで、新たな視点や視座を提供
し事業投資先の経営を有意に支えています。
　全社拠点は、事業投資先と必要に応じて日常的にコミュニケーションを取
り、可能な限り各種コーポレートサービスの提供や営業支援を行います。
   これらコーポレートの支援は、人事・会計・税務・法務・総務等多岐にわ
たります。各分野で専門的な知見を持ち、地域特有のナレッジを把握してい
るスタッフが、事業投資先の設立の検討から立ち上げ、運営支援まで幅広い
支援を行っています。
　また、域内の事業投資先を対象とした研修プログラムを通じて、企業理念
やコンプライアンス意識の向上といった、三菱商事グループとして必要な普
遍的な価値の共有に努めており、地域におけるグループ全体の有機的な融合
を図ることで総合力を発揮し、連結ベースでの価値向上に努めています。
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グローバルな事業展開の取り組みについて

代表取締役 副社長執行役員
コーポレート担当役員（業務、調査、経済協力、
ロジスティクス総括）、アジア・大洋州統括

1978年三菱商事入社。自動車部勤務などの後、
MBA取得、Mitsubishi Corporation Finance PLC.（ロ
ンドン )に出向。2001年ローソン取締役、2005年
同社代表取締役副社長。2008年執行役員、2011年
新産業金融事業グループCEOオフィス室長。2012

年常務執行役員新産業金融事業グループ　CEO。
2016年より現職。

　世界中の拠点が蓄積した知識や経験、人脈やネットワークを活用・発展させ、各地の事業投資先や有力なパートナーと協働

しながら、連結ベースでの事業価値のさらなる向上に取り組んでいきます。世界中のステークホルダーと共に、三菱商事は着

実に歩んでいきます。

　三菱商事は、約 90カ国において 200超の拠点と約 1,200社の連結対象会社からなるグローバルネットワークを活用しながら、世

界中の顧客や事業パートナー等のステークホルダーと協働して事業を進めています。

　当社では地域戦略推進の一環として、コンプライアンスや ESG要素にも留意しながら、各地域において拠点を中心とする連結ベー

スでの活動の強化を進めています。

　世界経済が連動し、国際社会を取り巻く情勢がより複雑化する中、世界の潮流を読み解くことが非常に難しい時代になっています。

このような環境下、連結ベースでの事業価値の向上という目標の達成には、事業環境の変化を即座に捉え、適切に対応する必要が

あります。そのためには当社の拠点が長年の活動で蓄積した情報や経験、優良な人脈やネットワーク等の地域インテリジェンスの

効果的な活用が不可欠です。

　拠点と事業投資先が当社の「三綱領」に代表される価値観や地域の知見を共有し、地域の有力なパートナーとの協業を推し進め

ることを通じ、既存事業を一層強化するとともに、新たな成長機会の発掘を目指します。同時に、こうした事業投資先や地域のステー

クホルダーとの協働を通じて、当社のサステナビリティ重要課題の中に掲げる「地域課題への対応と解決策の提供」すなわち、各国・

地域が直面する課題を適切に把握し、より効果的な解決につなげることにより、社会に役立つ事業価値の創出を目指します。

拠点および事業投資先と地域のステークホルダーとの協働を深化させ
三菱商事グループの連結ベースでの事業価値向上に貢献します

トルクメニスタンで共同受注した
肥料プラントのイメージ図

北米で行われた新任拠点・事業投
資先駐在員向けの研修の様子

中南米での現地社員向け
セミナーでの参加者の議論の様子

サージ・パン
Serge Pun & Associates Ltd.
Chairman

アフメット・チャルック
Çalık Holding, Çalık Enerji
Chairman & CEO

コーポレート担当役員メッセージ

Our Vision
Landmarkプロジェクトの
完成予想イメージ図
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三菱商事は、「中期経営戦略2018」で「自らの意思で社会に役立つ事業価値を追求」することを通じて、経済価値・

環境価値・社会価値を同時に実現することを、目指す企業像として掲げました。そこで、日頃さまざまな視点から当

社に対しご意見やご助言を頂いている社外取締役と環境・CSRアドバイザリーコミッティーのメンバーの方々に、

今後の当社の環境や社会、ガバナンスへの取り組みの在り方について議論していただきました。

「自らの意思で社会に役立つ事業価値を追求」する
三菱商事の持続可能な成長に向けた取り組み

今野 秀洋  
社外取締役

1968年通商産業省（現 経済産業省）入省。商
務流通審議官、貿易局長、通商政策局長、経済
産業審議官を経て、2002年同省退官。2003年
独立行政法人日本貿易保険 理事長（2009年退
任）。2010年より当社取締役（現職）。

足達 英一郎  
環境・CSRアドバイザリーコミッティーメンバー

民間企業勤務後、1990 年 (株 )日本総合研究所入社。
経営戦略研究部、技術研究部を経て、理事 (現職 )。
主に企業の社会的責任の観点からの産業調査、企
業評価を手掛ける。2008 年より当社環境・CSRア
ドバイザリーコミッティーメンバー（現職）。 

黒田 かをり
環境・CSRアドバイザリーコミッティーメンバー

民間企業勤務後、コロンビア大学ビジネススクール
日本経済経営研究所、米国民間非営利組織である
アジア財団勤務を経て、2004年にCSOネットワーク
入職。2010年より一般財団法人CSOネットワーク 

事務局長・理事、アジア財団 ジャパン・ディレクター
（現職）。2012年より当社環境・CSRアドバイザリー
コミッティーメンバー（現職）。

西山 昭彦  
社外取締役

1975年東京ガス (株 )入社（2015年退職）。2001

年法政大学大学院社会科学研究科客員教授（2003

年退職）。2004年東京女学館大学国際教養学部
教授、2011年同大学評議員・国際教養学部教授
（2013年退職）。2013年より一橋大学特任教授（現
職）。2015年より当社取締役（現職）。

「中期経営戦略 2018」で目指す三価値の同時実現

̶̶ 三菱商事の新たな経営計画「中期経営戦略 2018」では、持続可能な成長を遂げる上で、
経済価値・環境価値・社会価値の三つを同時に実現することが掲げられました。

今野　この考え方の背景には、三菱商事にとって環境価値や社会価値は
コストではなく経営目的であるという思想があり、これは企業理念であ
る「三綱領」そのものです。事業を通じてパブリックな価値を追求する
という理念は、創業以来、脈々と受け継がれ、経営陣はもちろん若手社
員にまで深く浸透しています。社外取締役としてさまざまなビジネスの
現場を見てきましたが、その理念は社内の隅々にまで行き渡り、実践さ
れていると実感しています。

西山　「中期経営戦略2018」の策定の過程では、社外取締役に対して概
案の事前説明と議論の機会が設けられ、意見が反映されるプロセスが整
えられていました。三つの価値の同時実現に資するガバナンスの仕組み
という観点では、取締役会を含め個別案件の審議プロセスでESGの視点
を踏まえた審議をしています。コーポレート・ガバナンスについては、
取締役会の諮問機関であるガバナンス・報酬委員会は社外委員5名、社
内委員3名の構成になっており、社外過半の体制が確立されています。

̶̶ 「中期経営戦略2018」で注目している点があればお聞かせください。

足達　一つは、「自らの意思で社会に役立つ事業価値を追求していく」とあ
るように、「自らの意思で」という言葉が入った点です。あえてこの表現を
使ったのは、現状からさらに進化しようという強い意思の表れだと捉えてい
ます。その意思を社外に対してどんどん発信することで、企業としての特徴
がより分かりやすくなり、三菱商事の理解につながるのではないでしょうか。
　もう一つ、「事業投資から事業経営へのシフト」という方針にも注目して
います。三菱商事のビジネスモデルが、トレーディングから事業投資へと領
域を拡大したことで、ビジネスの規模が劇的に変化したと思います。これを
さらに進化させて、事業投資から事業経営へとシフトするわけですから、経
営資源である人材やネットワークなどの強みを活かし主体的に機能を発揮し
て事業機会を獲得していくことで、そこから生み出される価値は、社会や環
境により大きな波及効果をもたらしてくれるものと期待しています。

今野　私も「自らの意思」は非常に重要なポイントだと思います。事業を
成長させるために、環境や社会とどう折り合いを付けていくかは、企業自
らが主体的に考え、工夫しなければなりません。政府の規制や外部からの
強制よりも、企業や個人の工夫こそが世の中を進歩させると考えています。

 座談会：持続可能な成長に向けた取り組み



三菱商事の
サステナビリティ
重要課題

低炭素社会への移行

地域課題への対応と
解決策の提供

地域・コミュニティー
との共生

持続可能な調達・供給の実現

次世代ビジネスを通じた
社会課題の解決

自然環境の保全

魅力ある職場の実現
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黒田　私は「多様なステークホルダーの期待に応える持続性のある付加価値の創出」に
注目しています。自らの意思を形成する上で、ステークホルダーの期待をどこまで取り
込んでいくか、企業は今まで以上に考慮する必要があるからです。三菱商事のビジネス
のサプライチェーンが広がりを見せる中で、ステークホルダーはこれまで以上に多様化
し、与える影響範囲も広がっています。また、ステークホルダー間の利害の対立もある
でしょう。今後、会社の目指す姿を明確にする上で、多様なステークホルダーと積極的
に対話し、その声を吸い上げていくための仕組みがますます重要になると考えています。

足達　今野取締役からパブリックな価値を追求するというお話があり、黒田委員からも
ステークホルダーとの対話が重要というお話がありました。パブリックやステークホル
ダーの範囲の捉え方は、今後議論を深めるべき重要な課題です。例えば、ビジネスで付
き合いがある人々だけなのか、あるいはその土地に暮らす人々もその中に入れるのか。
さらに環境問題を考えると、次世代の子どもたちまでその概念に含めるのか。これは三
菱商事だけでなくて、多くの企業が非常に悩んでいる点かと思います。

黒田　特に三菱商事の場合は、世界中で多岐にわたるビジネスを展開していますから、
グローバルに成長を目指す中で、自分たちのステークホルダーを認識することは大きな
チャレンジだと思います。

サステナビリティ重要課題を「見える化」し、
目標管理サイクルへつなげる

̶̶ 三菱商事は、7つのサステナビリティ重要課題（マテリアリティ）を特定しました。

足達　個々の企業にとって、本質的なビジネスリスクと機会は何か、企業の持続可能性
を環境や社会の問題と結び付けて重点課題を浮き彫りにする。これがサステナビリティ重
要課題の考え方です。企業経営とは限られた経営資源の配分だと考えれば、企業にとって
より有効な分野に経営資源を配分するのは当然のことです。サステナビリティ重要課題
の特定は大きな効果が期待できるものと私は考えており、三菱商事がこれを特定し、注力
していくことは大きな一歩だと評価しています。

黒田　特定プロセスに、私たち環境・CSRアドバイザリーコミッティーのメンバーを含
む外部ステークホルダーも参加し、議論しました。企業のみならずステークホルダーの
視点からも、三菱商事の持続可能な成長に対する機会とリスクの両方を踏まえて優先度
と重要度を判定したわけです。この議論によって、三菱商事とステークホルダー双方が
重要と位置付ける課題が明確になり、そこに目標を設定して重点的に取り組んでいける
素地ができました。
　

今野　取締役会でも議論しましたが、会社として取り組むべき重点課題、優先順位が明ら
かになったわけです。例えば「低炭素社会への移行」という地球規模の課題に対して、全
社としての取り組みにとどめることなく、これを各部門・営業グループの個々のビジネス
に落とし込み、さらには社員一人ひとりの行動につなげていくことが重要です。そのため
には「見える化」を図り、目標管理サイクルに落とし込むことが必要であり、サステナビ
リティ重要課題はそれを促進するための効果的なツールになります。また、取締役として
もこれらの重要課題への取り組みを議論し、モニターするためのツールとして活用するこ
とが期待できます。

西山　私は、特に「魅力ある職場の実現」という課題に注目しています。企業にとって、
社員は重要なステークホルダーです。社員一人ひとりの仕事に対する満足度を高め、自ら
が成長していく中で成果を上げ、その成果が会社の成長と社会の発展に寄与するという
Win-Winの関係をつくることが重要です。
　大学側の視点で見ると、思考力・行動力ともに備えた優秀な学生が当社に入社しています。
そして若い時から大きな仕事を与えられ、成長もスピーディーです。今回サステナビリティ
重要課題の一つに設定されたことで、魅力ある職場の実現がさらに進んでいくものと大き
な期待を寄せています。

ESGに不断に取り組み、社会に役立つ事業価値を創出

̶̶ 三菱商事が持続可能な成長を目指す上で、取り組むべき課題についてお聞かせくだ
さい。

黒田　当然のことですが、企業とステークホルダーの視点にはギャップがあることも事
実です。地球温暖化や食糧資源、水資源など地球規模の課題を解決する上で、三菱商事

⇒サステナビリティ重要課題（マテリアリティ）
　につきましてはP.38～ P.41をご覧ください。

  座談会：持続可能な成長に向けた取り組み



は何をしてくれるのかというのがステークホルダー側の問い掛けだと思います。それだけに、
ステークホルダーとの対話が重要です。

今野　海外の機関投資家からは、日本企業は倫理性は高いが透明性が低いと評価されている
と聞きます。三菱商事の場合は、透明性というより社会に対する説明、対話にもっと力を入
れていく必要があるのではないでしょうか。先ほど、ステークホルダーとの対話が重要とい
うお話がありましたが、持続可能な成長を目指す上で、さらに注力すべき点だと思います。

西山　今後、事業を行う地域や、事業分野・領域がさらに拡大する中で、三菱商事グループ
全体の内部統制やコンプライアンスに注力していく必要があると考えています。長期的に
ESGに取り組む企業が選択されるという点から、仕組みと運用の両面を強化し、ステークホ
ルダーに対しても積極的に発信していく必要があるでしょう。
　例えば、昨年、資本業務提携を結んだシンガポールの農産物事業会社のOlam社は、サス
テナビリティとトレーサビリティを重視した農業生産・集荷・製造工程までのバリューチェ
ーンを構築し、自らの企業姿勢を積極的にアピールしています。継続的な企業価値の向上に
共に取り組むことで、三菱商事グループとしての企業姿勢を一層アピールできるのではない
でしょうか。

足達　今日お話をさせていただいて、三菱商事の取締役会は株主の利益を代弁するだけでな
く、その他のステークホルダーにも十分に配慮しているということを改めて感じています。今、
海外でも多様なステークホルダーの利害をないがしろにしていては株主の利益も損なわれる
という観点から、取締役会の役割の一つとしてESGに取り組む傾向が強まっています。三菱

商事の取締役会は、多様なステークホルダーの期待に応えるべく取り組んでいるということ
を、もっと積極的にアピールすることができると思います。それは三菱商事にとっても、日
本の企業にとっても意義のあることでしょう。

黒田　欧米の企業には、サプライチェーンにどのような環境や人権などのリスクがあるか、
潜在的なものも含めて特定し、評価し、防止策につなげるという PDCA をうまく回していると
ころが増えています。しかも、その中でNGO など専門的な知識やネットワークを持った人々
と協力することも多いようです。企業にとって批判的な立場であっても、目標を共有するこ
とで連携できるのです。最近では、リスクが顕在化した場合の対応まで、企業とNGOが一緒
に取り組む事例も出始めています。こうした動きは日本ではまだほとんど見られません。ス
テークホルダーとのエンゲージメントの効果を、三菱商事が率先して示し、企業とステーク
ホルダーとの関係の在り方をリードしてくれることを期待しています。

今野　ESGへの取り組みは、どれだけやっても十分ということは決してありません。三菱商事
ほど事業活動の範囲が多岐にわたっていると、会社としては両立させることが難しいさまざ
まなニーズに対応しなければならないこともあるかと思います。そこにいかに合理的なアプ
ローチで解を見出し、提供するかということが、まさに三菱商事に求められていることだと
思います。私たち社外取締役も、三菱商事が社会に役立つ事業価値を創出するために貢献し
ていきます。環境・CSRアドバイザリーコミッティーの皆さんには、引き続きそれぞれの専門
分野からのアドバイスを頂ければと思います。
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環境・CSR

アドバイザリーコミッティー

　三菱商事では、社外の有識者を
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、当社グループの環境・CSRの
取り組みに対してさまざまな視
点からアドバイスをいただいて
います。当社の事業への理解を
深めていただくべく、アドバイ
ザリーコミッティーメンバーの
方々には、定例のコミッティーに
加え、年に一度、事業現場の視察
も行っていただいています。

2016年7月１日現在

日本総合研究所 
理事

足達 英一郎 

キャスター

勝 恵子

今治．夢スポーツ 
代表取締役
（元サッカー日本代
表監督）

岡田 武史

コンサベーション・
インターナショナル・
ジャパン  代表理事

日比 保史

一般財団法人 
CSOネットワーク
事務局長・理事
黒田 かをり

国連環境計画・
金融イニシアティブ
特別アドバイザー

末吉 竹二郎

元米国三菱商事
エグゼクティブ  アドバイザー

ジェームズ・E・ブラム

東北大学 大学院
生命科学研究科 
教授

中静 透

静岡県立大学 学長

鬼頭 宏

イースクエア
共同創業者

ピーター・D・ピーダーセン 

創コンサルティング
代表取締役

海野 みづえ

当社代表取締役
常務執行役員

廣田 康人（議長）

座談会：持続可能な成長に向けた取り組み
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Our vision   part 2

部門／営業グループ
各部門／営業グループの VISIONと取り組みをご紹介します。
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株主総会

取締役会

社 長

社長室会

ガバナンス・報酬委員会

監査役室

国際諮問委員会

監査役会

監査部
経営企画部

監査役

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

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

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

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

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

生活産業グループCEOオフィス
生活産業グループ管理部
リテイル本部
生活流通本部
生活消費財本部
生鮮品本部
生活原料本部

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
企業投資・リース事業本部
不動産事業本部
物流事業本部

エネルギー事業グループ

金属グループ

化学品グループ

機械グループ

地球環境・
インフラ事業グループ

生活産業グループ

新産業金融事業グループ

事業戦略会議
経営戦略会議
投融資委員会
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

チーフ・コンプライアンス・
　オフィサー

コーポレートスタッフ部門

広報部
総務部
サステナビリティ推進部
法務部
人事部
業務部
調査部
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

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

組織図（2016年10月1日現在）

※本店の組織体制です。

株主総会

取締役会

社 長

社長室会

ガバナンス・報酬委員会

監査役室

国際諮問委員会

監査役会

監査部
経営企画部

監査役

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

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

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

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

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

生活産業グループCEOオフィス
生活産業グループ管理部
リテイル本部
生活流通本部
生活消費財本部
生鮮品本部
生活原料本部

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
企業投資・リース事業本部
不動産事業本部
物流事業本部

エネルギー事業グループ

金属グループ

化学品グループ

機械グループ

地球環境・
インフラ事業グループ

生活産業グループ

新産業金融事業グループ

事業戦略会議
経営戦略会議
投融資委員会
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

チーフ・コンプライアンス・
　オフィサー

コーポレートスタッフ部門

広報部
総務部
サステナビリティ推進部
法務部
人事部
業務部
調査部
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

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
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■ 当期純利益*1（億円）
■ 資産合計（兆円）
 　ROA*2

■ 当期純利益*1（億円）
■ 資産合計（兆円）
 　ROA*2

■ 当期純利益*1（億円）
■ 資産合計（兆円）
 　ROA*2

1,205

3.1

206

5,254

314

1.0

913
2.0

1,973
322

823
2.3

401

0.9

204 1.0

15.3 16.3 15.3 16.3

295
325

4.2% 4.6%

3.2%

1.0

361

289
316

15.3 16.3

175

618

331

757

15.3 16.3

403

0.9

売上総利益、持分法損益

売上総利益、持分法損益

当期純利益*1、資産合計、ROA*2 売上総利益 ...........................................361
持分法損益 ..........................................295
当期純利益*1 .......................................325
資産合計 ............................................... 1.0
ROA*2 ................................................... 3.2
従業員 (連結 )*3 .............................. 1,568
従業員 (単体 )*3 ..................................436
連結対象会社数*4 ...............................184

億円

億円

億円

兆円

%

名

名

社

■ 当期純利益*1（億円）
■ 資産合計（兆円）
 　ROA*2

当期純利益*1、資産合計、ROA*2

■ 当期純利益*1（億円）
■ 資産合計（兆円）
 　ROA*2

■ 売上総利益（億円）
■ 持分法損益（億円）

■ 売上総利益（億円）　
■ 持分法損益（億円）

3.5%

15.3 16.3

354

716
592

15.3 16.3

2.0

売上総利益、持分法損益 当期純利益（純損失）*1、資産合計、ROA*2

■ 当期純利益（純損失）*1（億円）
■ 資産合計（兆円）
 　ROA*2

■ 売上総利益（億円）　
■ 持分法損益（億円）

地球環境・インフラ事業グループ*5

新産業金融事業グループ

エネルギー事業グループ

0.3%

15.3 16.3 15.3 16.3

1,993

1,391

27 139

4.8
3.6

売上総利益、持分法損益 当期純利益（純損失）*1、資産合計、ROA*2

■ 当期純利益（純損失）*1（億円）
■ 資産合計（兆円）
 　ROA*2

■ 売上総利益（億円）
■ 持分法損益（億円）

金属グループ

P.64

P.68

売上総利益 ...........................................618
持分法損益 ..........................................175
当期純利益*1 .......................................403
資産合計 ............................................... 0.9
ROA*2 ................................................... 4.6
従業員 (連結 )*3 .............................. 1,620
従業員 (単体 )*3 ..................................373
連結対象会社数*4 ................................223

億円

億円

億円

兆円

%

名

名

社

P.72

売上総利益 ...........................................354
持分法損益 .......................................  ▲40
当期純利益（純損失）*1 ...................  ▲98
資産合計 ............................................... 2.0
ROA*2 ...............................................▲0.5
従業員 (連結 )*3............................... 1,639
従業員 (単体 )*3 ..................................550
連結対象会社数*4 .................................. 97

億円

億円

億円

兆円

%

名

名

社

P.76

売上総利益 ....................................... 1,391
持分法損益 ..................................▲2,789
当期純利益（純損失）*1 ...............▲3,607
資産合計 ............................................... 3.6
ROA*2 ...............................................▲8.6
従業員 (連結 )*3.............................11,620
従業員 (単体 )*3 ..................................287
連結対象会社数*4 ...............................192

億円

億円

億円

兆円

%

名

名

社

15.3 16.3 15.3 16.3

1,980

251 622 1.74.7%

3.3%

15.3 16.3

154

1,126

188

1,109

15.3 16.3

305

0.9

売上総利益、持分法損益

売上総利益、持分法損益

当期純利益*1、資産合計、ROA*2 売上総利益 ....................................... 1,980
持分法損益 ..........................................251
当期純利益*1........................................622
資産合計 ............................................... 1.7
ROA*2 ................................................... 3.3
従業員 (連結 )*3 .............................. 9,716
従業員 (単体 )*3 ..................................542
連結対象会社数*4 ...............................151

億円

億円

億円

兆円

%

名

名

社

当期純利益*1、資産合計、ROA*2

2.3%

4.2%

15.3 16.3

202

5,050

15.3 16.3

735
3.2

売上総利益、持分法損益 当期純利益*1、資産合計、ROA*2

機械グループ

化学品グループ

生活産業グループ

P.80

P.84

売上総利益 ....................................... 1,126
持分法損益 ..........................................154
当期純利益*1........................................305
資産合計 ............................................... 0.9
ROA*2 ................................................... 3.3
従業員 (連結 )*3 .............................. 7,152
従業員 (単体 )*3 ..................................640
連結対象会社数*4 ................................. 75

億円

億円

億円

兆円

%

名

名

社

P.88

売上総利益 ....................................... 5,050
持分法損益 ..........................................202
当期純利益*1........................................735
資産合計 ............................................... 3.2
ROA*2 .................................................... 2.3
従業員 (連結 )*3  ...........................31,105
従業員 (単体 )*3  .................................888
連結対象会社数*4 ................................255

億円

億円

億円

兆円

%

名

名

社

3.2% 3.3%

■ 売上総利益（億円）
■ 持分法損益（億円）

■ 売上総利益（億円）
■ 持分法損益（億円）

■ 売上総利益（億円）
■ 持分法損益（億円）

金　属
▲3,607

生活産業
735

機　械
622

その他、調整・消去  ▲179 ▲98305

325 403

 ▲40
 ▲98

 ▲2,789
 ▲3,607

 ▲0.5%

 ▲8.6%

エネルギー事業化学品新産業金融事業
地球環境・インフラ事業

生活産業
21.2%

化学品
5.8%

機 械
11.6%

エネルギー事業
13.7%

新産業金融事業 その他、調整・消去

地球環境・インフラ事業

金 属
23.9%

6.8% 5.8% 11.2%
資産合計に占める
割合

当期純利益
（純損失）*1

（億円）

2016年3月期 当期純利益（純損失）*1 ▲1,494億円 2016年3月期 資産合計 14.9兆円

2.2%

営業グループの概要

*1 当期純利益（純損失）は「当社の所有者に帰属する当期純利益（純損失）」を指します。

*2 ROAは、当期純利益（純損失）（当社の所有者に帰属）を、期首および期末の資産合計の平均で除して算出したものです。

*3  2016年3月31日現在のデータとなります。記載されていないコーポレートスタッフ部門の従業員数は連結3,827名、単体1,663名となっており、合計すると連結68,247名、単体5,379名となっています。

*4  2016年3月31日現在のデータとなります。子会社が連結経理処理している関係会社を含めた会社数です。記載されていないビジネスサービス部門7社、コーポレートスタッフ部門13社、現地法人45社
を合計すると1,242社となっています。

*5  「地球環境・インフラ事業」の数値は、地球環境・インフラ事業グループのインフラ関連事業を示しています。また、同グループの環境関連事業の数値は「その他、調整・消去」に含めています。
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常務執行役員
ビジネスサービス部門CEO

1978年三菱商事入社。人事部、社長室会事務局勤
務を経て、米国三菱商事会社（ニューヨーク）に出
向。2006年人事部長、2009年執行役員 中国副総
代表(兼)香港三菱商事会社社長。2013年より現職。

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。

　三菱商事は、中長期的な企業価
値の向上や競争力の強化といっ
た視点から経営革新、収益水準・
生産性の向上をもたらす積極的
な IT利活用に取り組んでいる企
業として、経済産業省と東京証券
取引所が共同で選定する「攻め
の IT経営銘柄」に選ばれました。

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機能を

担っています。産業のデジタル化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、

さらには第 4次産業革命ともいうべき AI、IoTなどの技術革新により、グローバルな ITニーズがますます高まっています。

こうしたニーズに応えるために、先端技術・ノウハウを持つ国内外の事業パートナーと連携し、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まで、グローバル対応力と競争力のある統合的な ITサービスを確保・提供するとともに、ITを

活用した新たなビジネスモデルの創造や既存のビジネスモデルの変革を支援していきます。また、クラウドサービスの展開を通じて、

ビッグデータ解析やデータ分析コンサルティングを新たな事業領域として加え、企業向けデータ活用プラットフォームサービスを提

供していきます。

さらに、インドの IT大手 Tata Consultancy Services（TCS）などのパートナーやシリコンバレー支店をはじめとする海外拠点を

通じて、新しい技術の潮流やビジネスモデルの情報を収集し、営業グループと連携して、デジタル化の影響が大きい産業分野におけ

るビジネス開発を推進していきます。

AI、IoTなどの技術革新に対応し
ビジネスモデルの創造・変革を支援します
　

Our Vision

ビジネスサービス部門

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、
デジタルビジネス開発部

IT企画部

ビジネスサービス部門
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1.5% 1.3%

109
124

292

当期純利益 /ROA
（単位：億円）

2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
(見通し）

205
2.9%

※環境関連事業を含める。

常務執行役員
地球環境・インフラ事業グループCEO

1980年三菱商事入社。原動機輸出部配属後、アル
ジュベール、アル・コバル駐在事務所勤務。電機・交
通事業開発部でヒューストン、ロスアンゼルス、電力
事業開発部でロスアンゼルスに出向。2007年重電
機本部海外電力事業ユニットマネージャー、2011年
執行役員、2012年新エネルギー・電力事業本部長。
2014年より現職。

地球環境・インフラ事業グループ
地球環境・インフラ事業グループは、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などを行っています。

　地球環境・インフラ事業グループは、インフラ分野の取引を中心に公共性・成長性の高い分野における事業を通じて、持続可能な

社会の構築に貢献するとともに、自らの企業価値の向上を目指しています。具体的には、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エネルギー事業、

あるいは水素エネルギー等の次世代のエネルギー事業開発、電動化車両の普及や蓄電に欠かせないリチウムイオン電池事業などに取

り組んでいます。

　中でも、「電力」と水・交通・資源エネルギー関連インフラ事業を含む「インフラ」を重点分野と位置付け、国内外のあらゆる国

や地域を視野に入れ、長期安定的な収益基盤の確立と企業価値向上の実現を目指しています。電力分野においては、事業資産の規模

拡大による成長を図るとともに、規制緩和、民営化の流れに則した新規事業展開および新たなビジネスモデル構築による持続可能な

成長を目指していきます。また、地球環境との共生を常に念頭に置き、環境に配慮した事業ポートフォリオの構築に取り組んでいき

ます。インフラ分野においては、事業会社の収益規模拡大、優良資産の積み上げ、および新興市場の取り込みにより、安定的な収益

基盤の確立を目指していきます。

「電力」と「インフラ」を重点分野に位置付け
長期安定的な収益基盤の確立と企業価値向上の実現を目指します
　

地球環境・インフラ事業グループ
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、
国内電力第一部、国内電力第二部、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

■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　■エネルギー事業グループ　■金属グループ　■機械グループ　■化学品グループ　■生活産業グループ

Our Vision
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ミャンマー
マンダレー
国際空港

交    通

Diamond
Transmission
Corporation（DTC社）
（欧州海底送電事業）

Diamond
Generating
Asia（DGA社）
（アジア発電事業）
太陽光／地熱／
風力／火力

三菱商事パワー
（国内発電事業）
太陽光／
バイオマス／火力

Diamond
Generating
Corporation （DGC社）
（米州発電事業）
風力／火力
 

MCリテールエナジー
（電力小売事業）

コクラン
石炭火力発電
（蓄電機能付）

Diamond
Generating
Europe（DGE社）
（欧州発電事業）
太陽光／風力／ガス

英  国 香  港 日 本 米  国
Lithium Energy 
and Power
（リチウムイオン
電池事業）

ドイツ
リチウムエナジー
ジャパン 
（リチウムイオン
電池事業）

日本チ  リ

MITSUBISHI CORPORATION INTEGRATED REPORT 2016MITSUBISHI CORPORATION INTEGRATED REPORT 2016 6766

地球環境・インフラ事業グループ

Metito Holdings Limited（水事業）

欧州海底送電事業 リチウムエナジー ジャパン（リチウムイオン電池事業）米国火力発電事業

モンゴル新ウランバートル国際空港 FPSO※事業
SBM Offshore社と共に、浮体式の原油およびガスの
生産・貯蔵・積出設備を運営。
※ Floating Production, Storage and Offloading 

System:（浮体式海洋原油・ガス生産貯蔵積出設備）

ドバイに本社を置く総合水事業会社。中東、アフリ
カ、アジアにおいて、水インフラの建設、運転保守、
アセットマネジメント、事業運営を展開。

JVリーダーとして新国際空港をウランバートル郊
外に建設中。

米国に設けた地域拠点 DGC社がカリフォルニア州
で 200万 kWの火力発電設備を運営。

英国に設けた送電事業の拠点 DTC社が世界最大級
の洋上風力用送電線約 900kmをドイツ沖を含む北
海に建設・運営中。

大容量かつ高性能なリチウムイオン電池の開発・
製造・販売を行う事業会社で、世界で初めて大容
量リチウムイオン電池の量産を実現。

三菱商事の環境・社会への取り組み

三菱商事と新エネルギー事業

　三菱商事は、発電設備を販売するビジネスに加え、発電所の運営に加わり、電気を販売する「発電事業」にも取り組ん

でいます。1980年代にいち早く電力民営化の始まった米国で事業参入し、その後もメキシコや東南アジアなどで展開。

環境に優しいガスタービン発電所や、風力発電所・太陽光発電所なども保有し、社会の需要に応えています。ヨーロッパ

では、洋上風力発電所の電気を海底ケーブルで陸へ送る「送電事業」も手掛けています。

ルフタダウネン洋上風力発電所
（オランダ）

ヨーロッパでクリーンな
電力を供給 

2013年にオランダ公営の総合エネ

ルギー事業会社である Eneco社と

提携し、ルフタダウネン洋上風力発

電所を共同で建設・運営していま

す。 2015年から操業を開始してお

り 43 本の風車で、オランダ 15万

世帯にクリーンな電力を提供してい

ます。

ワヤン・ウィンドゥ地熱発電所
（インドネシア）

世界最大級の地熱発電所

2012年に Star Energy Geothermal社に

出資し、ワヤン・ウィンドゥ地熱発電所

の運営に参画しています。同発電所は、

最大 42万 kWの発電規模を誇る世界最

大級の地熱発電所です。三菱商事は、

増設を見据えながら、発電需要の伸び

が見込まれるインドネシアにクリーン

な電力を供給していきます。

主な投資先およびプロジェクト
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297

401 403

330

当期純利益 /ROA
（単位：億円）

2014.32015.3 2016.3 2017.3
(見通し）

2.9%

4.6%
4.2%

常務執行役員
新産業金融事業グループCEO

1985年三菱商事入社。2006年船舶・交通・宇宙航
空事業本部  衛星通信事業ユニットマネージャー。
2009年経営企画部長。2013年執行役員。2016年
より現職。

新産業金融事業グループは、「不動産」「リース」「企業投資」「物流」等の分野で
投資および運用事業を行っています。

新産業金融事業グループでは、「不動産」「リース」「企業投資」「物流」の 4つの分野で、持続可能な成長を続けることを最重要課

題と位置付けています。各事業において、「第三者資金の受託・運用」という金融機能をてこにしながらグローバルにビジネスを展

開しています。

不動産分野では、日本、北米、中国、アセアンの 4地域で、リスク分散を図りながら開発事業を進めます。また、上場 REITや私募ファ

ンド事業の拡大を通じて、不動産運用事業を展開しています。

リース分野では、グローバルな需要増加が見込まれる航空機リースや、三菱商事の強みを活かすことのできるオートリース等で、

さらなる事業拡大を目指します。

企業投資分野では、日本とアジア市場を中心に、総合商社ならではのネットワークと幅広い事業知見を活用して差別化を図り、投

資先の企業価値向上に努めていきます。

物流分野では、長年培った商社ならではのロジスティクス機能をさらに磨き、テクノロジーの進歩による業界変革にも適切に対応

しながら新規需要の取り込みに注力していきます。

当グループでは、国内外の構造的な変化や、金融市場の動向にも柔軟に対応し、さらなる収益向上に取り組んでいきます。

新産業金融事業グループが競争優位性を発揮し得る
「不動産」「リース」「企業投資」「物流」の4分野で
金融機能を活用してビジネスモデルを創出します
　

Our Vision

新産業金融事業グループ
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

　■企業投資・リース事業本部
金融事業開発部、企業投資部、インフラ金融事業部、
総合リース事業部、オートリース事業部、民間航空事業部

　■不動産事業本部
不動産運用部、国内不動産開発部、北米不動産開発部、
中国不動産開発部、アセアン不動産開発部

　■物流事業本部
物流事業部、不定期船事業部、物流ソリューション部

■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　■エネルギー事業グループ　■金属グループ　■機械グループ　■化学品グループ　■生活産業グループ

新産業金融事業グループ



企業投資・リース事業本部
不動産事業本部
物流事業本部

MC Aviation Partners Americas
航空機リース
（米国） One Rock Capital Partners

プライベート・エクイティ事業（米国）

Diamond Realty Investments 
不動産投資事業
（米国）

Diamond Realty Investments（Dallas）
不動産投資事業（米国）

MCAP Europe
航空機リース
（アイルランド）

UBS MC GENERAL PARTNER - 
UBS-PREMF LIMITED
不動産デットファンド事業
（英国）

欧州三菱商事ロジスティクス
総合物流
（ドイツ）

MC Logistics CIS
総合物流
（ロシア）

Intercity
自動車リース
（トルコ）

AJIL 総合リース
（サウジアラビア） MC Logistics India

総合物流（インド）

ジャカルタ オレンジ・カウンティ分譲住宅 不動産開発（インドネシア）
ジャカルタBSD分譲住宅 不動産開発（インドネシア）

ビンズン省 VSIPⅠ分譲住宅 不動産開発（ベトナム）

ASEAN Industrial Growth Fund（AIGF）
 プライベート・エクイティ（シンガポール）

泰国三菱商事 ロジスティクス
総合物流（タイ）

マニラ首都圏オルティガス地区分譲住宅 不動産開発（フィリピン）
ラグナテクノパーク工業団地 不動産開発（フィリピン）
マカティ市 BPOオフィス開発 不動産開発（フィリピン）

ヤンゴン市ランドマークプロジェクト
不動産開発（ミャンマー）

重慶市物流施設 不動産開発（中国）
三菱商事物流（上海）有限公司 総合物流（中国）
大連市分譲住宅 不動産開発（中国）
瀋陽市分譲住宅 不動産開発（中国）

Diamond Bulk Carriers
 撤積船運航・船舶貸渡業（シンガポール）

三菱商事・ユービーエス・リアルティグループ 
J-REIT事業（日本）
丸の内キャピタル 
プライベート・エクイティ事業（日本）
ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント 
不動産私募ファンド（日本）
三菱商事アセットマネジメント アセットマネジメント（日本）
MCアビエーション・パートナーズ 航空機リース事業（日本）
三菱オートリース 自動車リース（日本）
三菱UFJリース 各種物件リース・割賦販売、ファイナンス（日本）
三菱商事都市開発 収益不動産開発・運営（日本）
三菱商事ロジスティクス 総合物流事業（日本）
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環境配慮型の大規模複合開発を推進

三菱商事は、先進の環境技術やコミュニティー形成の仕組み等を導入した「スマートシェア・タウン構想」の下、千葉

県船橋市において大規模複合開発事業「ふなばし 森のシティ」プロジェクトを推進し、事業主パートナーである野村不動

産と共に、環境に優しく、そして住民にとっても魅力的で住みよい街づくりの提案を行いました。

「ふなばし 森のシティ」の総敷地面積は、首都圏最大級の約 17万 6,000㎡。分譲マンション約 1,500 戸や、病院、大型公園、

ショッピングモール、スーパーマーケット、保育園などから成ります。2012年 3月の分譲マンション街区の引渡開始以来、

住民や事業者がさまざまな連携を図り、環境への啓発を行うキャンドルナイト※や、住宅街区へのグリーンカーテンを設

置するための教室を開催するなど、環境への取り組みを実施しています。

「ふなばし 森のシティ」における環境配慮型コンセプトの実現のため、当社は電気自動車などを取り入れた「EVモビリ

ティタウン」の形成や、リチウムイオン電池や太陽光発電の融合による非常災害時の電源確保システム等、社内のさまざ

まな環境ビジネス要素を導入しました。また、各住戸におけるエネルギー使用状況の見える化、省エネ度ランキングの配

信など、住民の省エネ意識を促す仕組みを導入し、省エネについても一定の成果を上げており、低炭素型都市基盤の構築

を行いました。
※ 夏至に「ふなばし 森のシティ」の中の照明を抑え、キャンドルを灯して電力消費を抑制するイベント

新産業金融事業の展開

MCアビエーション・パートナーズは、日本における
航空機リース事業のリーディングカンパニーです。

ふなばし 森のシティ

三菱商事・ユービーエス・リアルティグルー
プは、上場不動産投資信託（J-REIT）を運
用する国内最大級のREIT運用会社です。

丸の内キャピタルは、国内中堅・大型企業が対象の
バイアウト・ファンドを運用しています。

三菱商事ロジスティクスは、国内外にネットワークを
持つ総合物流企業です。

Diamond Realty Investmentsは、豊富な開発実績を
誇る米国の不動産投資会社です。

キャンドルナイト 森のシティ・グリーンカーテンプロジェクト

新産業金融事業グループ
三菱商事の環境・社会への取り組み
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エネルギー事業グループは、石油・ガスの探鉱・開発・生産事業や、
天然ガス液化プロジェクトへの投資、原油・石油製品・炭素製品・LNG・LPGなどの販売取引、
新規エネルギー事業の企画開発などを行っています。

常務執行役員
エネルギー事業グループCEO

1979年三菱商事入社（石油製品部）。1986年シンガ
ポール支店。1989年Petro-Diamond Singapore
出向。1990年石油製品部。1993年電力燃料部。
1997年ジャカルタ駐在事務所。2001年電力燃料部、
電力燃料ユニット。2003年電力燃料ユニットマネー
ジャー。2007年国内石油事業ユニットマネージャー。
2008年三菱商事石油出向（取締役  常務執行役
員）。2010年執行役員、石油事業本部長。2013年天
然ガス事業本部副本部長。2014年常務執行役員、
天然ガス事業本部長。2015年エネルギー事業グルー
プCOO（石油・ガス探鉱開発事業、天然ガス事業関
係）（兼）天然ガス事業本部長。2016年より現職。

　エネルギー事業グループは、私たちの生活に欠かせないエネルギー資源の安定供給を実現するために、原油・天然ガス・LNG、ま

た石油製品や炭素材・LPGなど、社会や時代に合わせてさまざまな商品や事業への取り組みを進めてきています。

　当グループの収益に影響する油価市況は、近年続いた低油価が底打ちと回復の兆しを見せ始めており、需給予測面からは今後緩や

かに油価が上昇していくことが見込まれています。一方で地政学リスクの高まりや、新興国の需要動向の不透明性、産業の技術革新

など、将来を見通すには以前よりも不確実な要素が増えていることも見過ごせません。このような環境下で、当グループは「低油価

環境にも耐え得る事業ポートフォリオの構築」を基本方針として、不確実性の高い環境下でも一定収益を上げられる収益基盤の強化

に努めていきます。具体的には「守り」「工夫」「攻め」という「三原則」をグループの基本姿勢とし、今後全ての事業において徹底

したコスト削減に取り組むこと（「守り」）、価格変動に左右されにくい新しいビジネスモデルの組み入れやグローバルな販売力の底

上げを進め、環境変化への対応力をさらに高めていくこと（「工夫」）、さらに現在保有する資産のポートフォリオをさらに競争力が

高いものに入れ替えるべく、買い時にも備えていきます（「攻め」）。

　長い期間をかけ事業を通じて築いた産油ガス国や顧客との信頼関係を大事にし、今後も実績のある北米・東南アジア・オーストラ

リアなどで天然ガス事業のバリューチェーンを着実に広げつつ、シンガポールなどグローバルベースでの販売拠点・販売力を強化し、

エネルギーの持続的な安定供給に貢献していきます。

「守り」「工夫」「攻め」の三原則で
天然ガス事業のバリューチェーンと石油・ガスの販売力を強化し
エネルギーの持続的な安定供給に貢献します
　

当期純利益（純損失）/ROA
（単位：億円）

1,186

823

300

2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
(見通し）

▲0.5%

5.0%

3.5%

▲98

エネルギー事業グループ
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
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
LNGオペレーション需給部、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

　■石油事業本部
原油部、石油製品部、電力・産業燃料部、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、LPG事業総括部

■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　■エネルギー事業グループ　■金属グループ　■機械グループ　■化学品グループ　■生活産業グループ

Our Vision

エネルギー事業グループ



キャメロンLNG

LNGカナダサハリンⅡプロジェクト

米国メキシコ湾
探鉱・開発・生産
（原油）

アンゴラ
開発・生産
（原油）

ガボン
生産
（原油）

コートジボワール
探鉱
（原油/天然ガス）

カナダ
シェールガス
開発プロジェクト

オマーンLNG

カルハットLNG

ベネズエラ
重質油開発
（原油）

イラクSGU

ウィートストーンLNG

ノース・ウェスト・シェルフLNG

ブラウズLNG

キンバリー
探鉱・生産

（原油/天然ガス）

イラク
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
探鉱・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）

ミャンマー
生産
（原油/天然ガス）
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LNGプロジェクト一覧
既存プロジェクト
プロジェクト名 生産開始年 年間生産能力

(百万 t)
買主 売主 株主構成 三菱商事の

参画年
事業内容* 

総量 三菱商事シェア

ブルネイ 1972 7.2 1.8 25% JERA、東京ガス、大阪ガス、
韓国ガス公社、他

Brunei LNG ブルネイ政府 (50%)、Shell (25%)、三菱商事 (25％ ) 1970 B C D

マレーシア I 
(サトゥー ) 

1983 8.4 0.42 5% JERA、東京ガス、西部ガス Malaysia LNG Petronas (90%)、サラワク州政府 (5%)、 三菱商事 (5%) 1978 B C 　　　

マレーシア II 
(ドゥア ) 

1995 9.6 0.96 10% 東北電力、東京ガス、静岡ガス、
仙台市ガス局、JX、韓国ガス
公社、CPC

Malaysia LNG 
Dua 

Petronas (80%)、サラワク州政府 (10%)、 三菱商事
(10%) 

1992 A B C

マレーシア III 
(ティガ ) 

2003 7.7 0.31 4% 東北電力、東京ガス、大阪ガス、
東邦ガス、JAPEX、韓国ガス
公社、上海 LNG

Malaysia LNG 
Tiga 

Petronas (60%)、サラワク州政府 (10%)、Shell (15%)、
JX日鉱日石 (10%)、三菱商事 (4%)、JAPEX（1%）

2000 A B C

ノース・ウェスト・
シェルフ（NWS）
(既存 / 拡張 )

1989 16.3 1.36 8.33% 東北電力、JERA、東京ガス、
静岡ガス、東邦ガス、関西電力、
大阪ガス、中国電力、九州電力、
広東大鵬 LNG

NWS JV Shell、BP、BHP Billiton、Chevron、Woodside、MIMI
[三菱商事/三井物産=50:50]、各1/6

1985 A B C D

オマーン 2000 7.1 0.197 2.77% 大阪ガス、韓国ガス公社、
伊藤忠商事

Oman LNG オマーン政府 (51%)、Shell (30%)、Total(5.54%)、三
菱商事 (2.77%)、他

1993 B C 　　　

カルハット 2005 3.3 0.133 4% 大阪ガス、三菱商事、
Union Fenosa（スペイン）

Qalhat LNG オマーン政府 (47%)、Oman LNG (37%)、Union 
Fenosa (7%)、大阪ガス (3%)、三菱商事 (3%)、他

2006 B C D

ロシア
サハリン II 

原油 : 2008
(通年生産）、
LNG: 2009 

9.6 0.96 10% JERA、東京ガス、九州電力、
東邦ガス、広島ガス、東北電力、
西部ガス、大阪ガス、韓国ガ
ス公社、Shell、Gazprom

Sakhalin 
Energy 

Gazprom (50%+1株 )、Shell (27.5%-1株 )、三井物
産 (12.5%)、三菱商事 (10%) 

1994 
PSA締結 

A B C

インドネシア    
タングー 

2009 7.6 0.75 9.92% 東北電力、関西電力、
SK E&S、POSCO、福建 LNG、
Sempra Energy、他

Tangguh JV BP (37.2%)、MI Berau [三菱商事 /INPEX=56:44] 
(16.3%)、中国海洋石油 (13.9%)、Nippon Oil 
Exploration Berau (12.2%)、他 

2001 A B C

インドネシア
ドンギ・スノロ

2015 2.0 0.9 44.9% JERA、韓国ガス公社、九州電
力、他

PT. Donggi-
Senoro LNG 

Sulawesi LNG Development （59.9%）[三菱商事 /
韓国ガス公社 =75:25]、 PT Pertamina Hulu Energi
（29%）、PT Medco LNG Indonesia（11.1%）

2007 A B C

合計 78.8 7.79

新規プロジェクト（建設中）
プロジェクト名 生産開始年 年間生産能力

(百万 t)
買主 売主 株主構成 三菱商事の

参画年
事業内容*  

総量 三菱商事シェア
ウィートストーン 2017年央 8.9 0.28 3.17% JERA、東北電力、九州電力、他

（持分引取）
Wheatstone 
Sellers 
(持分引取 )

Chevron (64.136%)、 KUFPEC (13.4%)、Woodside 
(13%)、九州電力 (1.464%)、PEW (8%；うち 三菱商
事 39.7%) 

2012 A B D

キャメロン 2018 12.0 4.0 33.3% 三菱商事、三井物産、
ENGIE（旧 GDF Suez）【委託】

Cameron LNG Sempra Energy (50.2%)、Japan LNG Investment 
(16.6%；うち  三菱商事 70%)、三井物産 (16.6%)、
ENGIE（旧 GDF Suez）(16.6%)

2013 B C D

*事業内容   A : 探鉱・開発（上流）へ投資、B : 液化基地へ投資、C : マーケティングあるいは輸入代行業務、D : 海上輸送

地域住民への自立型支援を通じた、地域
社会への貢献

Donggi Senoro LNG社（インドネシア）では地域住民が昔

から行ってきた農業や漁業活動を調査・分析の上、メロンや

カカオ、唐辛子、エシャロットなどの栽培方法や、より効率

的な漁法の紹介、職業訓練支援などを行い、地域住民の自立

を促し、地域社会へ継続的に貢献できる仕組みづくりを行っ

ています。

同活動以外にも地域女性住民向けのマイクロファイナンス

や、希少生物の保護活動、地元インフラ整備支援など地元社

会への支援活動は多岐にわたります。

汚染・事故の未然防止

三菱商事では、さまざまな事業分野において生産の現場を

展開しています。

事故のない安全な操業の維持は、従業員、お客様、地域社会、

環境への影響を防ぐことはもちろんのこと、社会的な信頼の

基盤であり、事業を継続していくための重要な要素であると

認識しています。当社では、事故が発生した際の迅速な対応

に加え、安全に対する意識の向上と管理体制の整備や改善を

通じた取り組みを推進しています。 油流出対応訓練でのオイルフェンスの設置

石油・天然ガス開発やタンカー事業など油濁リスクの蓋然性のある事業については、「油濁リスクに関するガイド

ライン」を制定、オペレーターシップの有無によらず、油濁事故防止の管理体制や緊急時の対応について、定期的に

確認を行っています。

エネルギー事業グループの事業投資先である三菱商事石油開発は、石油・ガス探鉱開発事業に関わるHSE（健康・安全・

環境）への配慮を最重要課題と捉え、社会の持続可能な発展に貢献するため、HSEに関わるリスクを適切に管理する

ことが必須であると考えています。当社では「HSE方針」を公開し、当社のあらゆる活動に際し積極的に取り組んで

います。この方針に基づき、社長直轄組織の「HSE室」を設置する他、社長以下関係役員で構成される「HSEマネジ

メント委員会」を設置しています。HSE活動を全社的に推進し、事故と環境汚染の防止、環境影響の低減、および労

働安全衛生リスクの低減を目指し、HSEマネジメントシステム (HSEMS)の継続的な見直しと改善に努めています。

CASE STUDY

エネルギー資源関連事業の世界展開

エネルギー事業グループ
三菱商事の環境・社会への取り組み
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当期純利益（純損失）/ROA
（単位：億円）

0
0.2% 0.3%

80
139

▲3,607
2014.3 2015.3 2016.3 2017.3

(見通し）

▲8.6%

金属グループは、薄板・厚板などの鉄鋼製品、石炭・鉄鉱石などの鉄鋼原料、
銅・アルミなどの非鉄金属原料・製品の分野において、
販売取引、事業開発、投資などを行っています。

常務執行役員
金属グループCEO

1980年三菱商事入社(鉄鋼第一部）。1981年アラビ
ア語研修生(カイロ)。1983年鋼管輸出部。1986年
NTIアルコバル。1989年鋼管貿易部。1993年英国三
菱商事会社(ロンドン)。1999年鋼管事業部。2001年
鉄鋼本部鉄鋼海外事業ユニット。2003年メタルワン
出向。2009年金属グループCEOオフィス室長。2010
年執行役員。2011年非鉄金属本部長。2013年金属
資源第一本部長（兼）MDP事業部長。2014年金属資
源本部長（兼）MDP事業部長。2015年常務執行役
員、金属グループCOO。2016年より現職。

金属グループ
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
　　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

■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　■エネルギー事業グループ　■金属グループ　■機械グループ　■化学品グループ　■生活産業グループ

長らく金属資源価格の低迷が続いていましたが、今年に入り底打ちの兆しが見えてきています。また、中長期的には新興国の経済

成長や人口増加による需要増加の影響で需給が引き締まり、本格的な市況回復が見込まれています。

金属グループの金属資源投資事業では、投資魅力度の高い商品を厳選し、コスト競争力、資源量、拡張余力等の投資規律に沿った

優良資産を保有していますが、継続的なコスト削減や事業環境の変化によって競争力が相対的に低下した資産の入れ替えにも取り組

んでいます。中でも、原料炭と銅は中長期的な需給環境の魅力度が高く、当グループの保有資産には収益性と成長性があることから、

ポートフォリオの中核として位置付けています。

一方、安定収益基盤である鉄鋼製品・金属資源トレーディング事業では、主に新興国の需要取り込みを通じた収益の積み増しを目

指します。

メタルワンでは、鉄鋼総合商社の強みをより発揮すべく、国内では再編や撤退、販売体制の見直しを進め、海外では加工・販売体

制を強化しています。また、自動車・エネルギー・インフラを重点分野、日本・NAFTA・中国・タイ・インドネシア等を重点地域

と位置付け、分野と地域を組み合わせ、厳選した投資・事業開発に取り組んでいます。

営業開始から 3年を経た RtMを中核とする金属資源トレーディング事業では、順調に事業を拡充しています。当グループの中長

期的な成長の柱に育て上げるべく、事業投資先からの調達をてこにした供給ソースの多様化と拡大を推進し、優良顧客との関係もさ

らに強化しながら、グローバル目線で積極的に事業を展開します。

原料炭・銅を中心に保有資産の競争力強化と
トレーディング事業の収益積み増しを目指します
　

Our Vision

金属グループ



CAP 
鉄鉱石（チリ）

MSAT 
薄板サービスセンター（タイ）

DMET 
自動車部品製造（タイ）

ISTW
溶接鋼管製造（インドネシア）

Cantak
鋼管類在庫・販売
（カナダ）

鉄鋼製品事業
金属資源トレーディング事業
金属資源事業

Triland Metals
金属先物取引（英国）

Mozal
アルミニウム：製錬
（モザンビーク）

　

Kintyre ウラン：探査・探鉱・開発（オーストラリア）

IWWI 線材加工販売（インドネシア）

Clermont 一般炭（オーストラリア）

JCU（Japan Canada Uranium）
ウラン：探査・探鉱・開発（カナダ）

Antamina
銅（ペルー）

Escondida 
銅（チリ）

CMP 鉄鉱石（チリ）

Los Pelambres 
銅（チリ）

Anglo American Sur
銅（チリ）

Crosslands Resources
鉄鉱石：探査・探鉱・開発
（オーストラリア）
Oakajee Port & Rail
鉄鉱石：鉄道港湾開発
（オーストラリア）

メタルワン 鉄鋼製品（日本）
エムエム建材 建材・冷鉄源（日本）
MOSHD（五十鈴など） 薄板サービスセンター（日本）
三菱商事RtMジャパン 金属資源トレーディング（日本）
フルヤ金属 プラチナ系貴金属：加工（日本）
大平洋金属 ステンレス原料：製錬（日本）

サステック ステンレス鋼材加工販売（日本）
玉造 厚板加工販売（日本）

IOC
鉄鉱石（カナダ）

　
Coilplus
薄板サービスセンター
（米国）

Quellaveco
銅：探査・探鉱・開発
（ペルー）

Mitsubishi Corporation RtM International 
金属資源トレーディング（シンガポール）

Gresik
銅：製錬（インドネシア）

Boyne アルミニウム：製錬
（オーストラリア）

BMA 原料炭（オーストラリア）

Ulan 一般炭（オーストラリア）

Warkworth 
Hunter Valley Operations
一般炭（オーストラリア）

Hernic Ferrochrome
ステンレス原料
（南アフリカ）

AREVA Mongol
ウラン：探査・探鉱・開発
（モンゴル）
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MC経営塾

現在、三菱商事には国内外に 1,200社を超える連結対象会

社があり、約 1,800名の社員が連結先に出向しています。そ

の多くがそれぞれの現場で経営人材として活躍しています。

事業の現場において実践的な経験を積み、経営能力を育む中、

これを効果的に補完するものの一つが、経営人材育成プログ

ラム「MC経営塾」です。当社の部長クラスを対象に 2003年

にスタートしたこのプログラムは、2015年で 13回目を迎え

ました。プログラムの柱は会社経営課題について考えるセッ

ションであり、グループに分かれて課題解決策を練り、経営

陣に対してプレゼンテーションを行います。さまざまな営業

グループの社員が集まり議論することで、一次元高い視点と

刺激を得る機会となっています。

主要金属プロジェクト一覧
商品 プロジェクト 所在国 年間生産能力 主なパートナー 当社出資比率
原料炭 BMA オーストラリア 原料炭他 66mt BHP Billiton 50.00%

銅

Escondida チリ 銅 1,200kt　 BHP Billiton、
Rio Tinto 

8.25%

Los Pelambres チリ 銅 410kt Luksic Group(AMSA) 5.00%
Anglo American Sur チリ 銅 500kt Anglo American 20.4%
Antamina ペルー 銅 450kt

亜鉛 400kt
BHP Billiton、
Glencore、Teck

10.00%

Quellaveco
事業化調査を推進中

ペルー 年間平均生産量
銅 220kt（予定）

Anglo American 18.10%

Gresik（製錬） インドネシア 銅 300kt PT Freeport Indonesia
三菱マテリアル
JX日鉱日石金属

9.50%

三菱商事の人事施策

原料炭事業（オーストラリア）

BMA
世界最大規模の
原料炭事業

銅事業（チリ）

Escondida・AAS
世界屈指の大型銅事業

経営の基本に“整理・整頓”あり

私が社長を務めるタイのMC Metal Service Asia (Thailand)は自動車生産に使われる鉄鋼製品を世界中の
鉄鋼メーカーから仕入れ、加工生産から物流、販売に至るValue Chainを担っています。その取扱数量は業界最
大規模を誇り、タイの自動車産業には欠かせない機能の一つとなっています。MC経営塾で学んだことは、経営には
メリハリが必要ということです。会社が進むべき方向を定め、その方向に進むために必要なものは何か、不必要なも
のは何か、明確に判断し素早く実行します。これは工場の基本5S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）の整理・整頓と
同じ。不必要なものを整理し、必要なものは整頓し優先順位を付けます。経営において小さなことから重要な経営
課題に至るまで、この整理・整頓＝選択と集中を常に意識し取り組んでいます。

小川 芳孝
MC Metal Service Asia 
(Thailand) Co., Ltd.
Director & President

三菱商事グループの人材

金属グループ事業の展開

金属グループ
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当期純利益 /ROA
（単位：億円）

5.3%
4.7%

988
913

622 650

3.3%

2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
(見通し）

常務執行役員
機械グループCEO

1980年三菱商事入社（輸送通信機器部）。1982
年重機部。1994年米国三菱商事会社（ピッツバー
グ）。1997年同（ニューヨーク）。2001年重機ユニッ
ト。2003年重機プロジェクトソリューションユニット
マネージャー。2004年重機ユニット、経営企画部。
2007年プラント・産業機械事業本部付。2008年千
代田化工建設出向。2010年執行役員、インフラプロ
ジェクト本部長。2012年プラント・エンジニアリング
事業本部長。2013年機械グループCEO補佐、船舶・
宇宙航空事業本部長。2014年常務執行役員、機械
グループCOO（産業機械事業、船舶・宇宙航空事業
関係）。2016年より現職。

機械グループは、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において、
販売、金融、物流、投資などを行っています。

　機械グループは、多種多様な業界・顧客・メーカー・パートナーとの接点や、これまで築き上げてきたネットワーク、それぞれの

分野における知見を活かし、三菱商事の機能で、ステークホルダーに対して高い付加価値を提供することで、将来さらなる成長が期

待できる分野・地域に注力していきます。

　自動車関連事業については、新興国全般に成長が一時的に鈍化している状況ですが、アジアなど今後中長期的な成長が見込まれる

市場を中心に取り組みを継続強化していきます。各国の事業においては、新車販売のみならず、各種周辺サービスを提供できる強い

事業基盤を構築し、メーカー・パートナーと共に成長していくことを目指します。産業機械事業関連では、レンタル事業など、強み

を有する国内事業を継続強化するとともに、エレベーター、農業機械、工作機械、レンタル、建設機械などの各事業分野で、アセア

ンなどの新興国市場に事業展開することで、さらなる成長を目指します。船舶事業については、船舶の需給バランス悪化による厳し

い事業環境は今しばらく継続する見通しです。一般商船事業では、船隊の適正化と長期傭船の獲得を目指す一方で、LNG船の保有・

運航事業ならびに海洋事業による安定収益の確保を図ることで、市況の下方抵抗力を持ったポートフォリオの構築に取り組んでいき

ます。防衛・宇宙関連事業については、従来の事業から派生する防衛・宇宙関連技術の活用による新たな事業機会の可能性も模索し

ていきます。

これまで築き上げてきたネットワーク
多種多様な分野における知見を活かし
将来さらなる成長が期待できる分野・地域に注力します
　

機械グループ
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

■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　■エネルギー事業グループ　■金属グループ　■機械グループ　■化学品グループ　■生活産業グループ

Our Vision

機械グループ



産業機械事業
船舶事業（★営業拠点）
自動車事業（三菱自動車、三菱ふそうトラック・バス）
自動車事業（いすゞ ）

MC MACHINERY SYSTEMS
工作機械・産業機械の販売・サービス
（米国）

MC AUTOMOBILE
（EUROPE）
自動車関連取引
（オランダ）

MCE BANK
自動車販売金融
（ドイツ）

MC AUTOS DEL PERU 
自動車輸入販売
（ペルー）

MMC CHILE
自動車輸入販売
（チリ）

MMC CAR POLAND 自動車輸入販売（ポ―ランド）

MMC Ukraine LLC.
自動車輸入販売
（ウクライナ）

MMC Rus LLC. 自動車輸入販売（ロシア）
MC FACTORING RUS 自動車販売金融（ロシア）
MC BANK RUS 自動車販売金融（ロシア）

THE COLT CAR COMPANY 
自動車輸入販売（英国）

SPITALGATE DEALER SERVICES 
自動車販売金融（英国）

ISUZU MOTORS INDIA
自動車製造販売

（インド）

ISUZU UTE AUSTRALIA
自動車輸入販売
（オーストラリア）

MITSUBISHI MOTORS MALAYSIA
 自動車輸入販売（マレーシア）

Diamond Star Shipping
船舶保有・運航事業（シンガポール）

MC LIFT & SOLUTIONS
エレベーター輸出販売（タイ）

インドネシア三菱自動車／
三菱ふそうトラック・バス事業
（インドネシア）

タイいすゞ 自動車事業（タイ）

MITSUBISHI MOTORS VIETNAM 
自動車組立・販売
（ベトナム）

レンタルのニッケン 建設機械レンタル事業（日本）
三菱商事テクノス 工作機械・産業機械販売（日本）
エム・エス・ケー農業機械 農業機械・酪農施設等の販売・サービス（日本）

部品製造 車両生産 卸売販売 小売販売 消費者

エンジン・プレス
部品等の生産工場

MKM社

三菱車
販売統括会社

KTB社

三菱車
車両生産・組立工場

KRM社

ディーラー ユーザー

三菱車のディーラー生産工場の様子

KTB社

自動車販売金融会社
DSF社

商用車・乗用車の購入時に自動
車ローンを提供三菱自動車の乗用車

生産工場（建設中）
MMKI社

情報システムサービス会社
BSI社

バリューチェーンに関わる各社に対し
て情報システムの開発、保守・運用等
のサービスを提供

地域密着型バリューチェーン（インドネシア自動車事業）
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共通プログラム

　三菱商事では、本店社員に限らず、世界約 7万人の当

社グループ社員を対象に、段階的な経営人材育成プログラ

ムを実施しています。2015年 8月に開催された「Program 

for Global Leaders（PGL）」には当社や当社グループ企

業のマネジメント層の社員約 70人が参加しました。PGL

は海外ビジネススクール教授等による延べ 10日間の合宿

研修を実施するもので、現場組織のリーダーとしての素地

の獲得を目指すプログラムです。多くの社員がここでの学

びを現場に持ち帰り、日々の組織経営やビジネスに活かし

ています。

リーダーシップ開発プログラム（プロフェッショナル向）

三菱商事本店・
国内外拠点

三菱商事
グループ企業

GLOBAL
STRATEGY

VALUE CHAIN
SUPPLY CHAIN

VALUE
INNOVATION

B2B
MARKETING

BECOMING AN
EFFECTIVE

LEADER
MOTIVATION LEADING

CHANGE

Program for Global Leaders

海外ビジネススクール教授等による、組織の長としての経営スキル習得を図る
当社研修施設「フォーリッジ」における延べ10日間の合宿研修

Program for Leadership Development

海外ビジネススクールとの提携により、 マネージャーとしての経営スキル習得を図る
提携先における延べ5日間の合宿研修

COMPETITIVE
STRATEGY

STRATEGIC
MARKETING

TRANSFORMATION
/ LEARNING

 ORGANIZATION

HR / LEADERSHIP
DIVERSITY

MANAGEMENT

三菱商事本店・国内外拠点・三菱商事グループ
企業からの相互乗り入れ型の交流研修

2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

国内外の拠点・グループ企業からの受講者割合（右軸）（名）
総受講者数（左軸）
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共通プログラムの受講者数推移

三菱商事の人事施策
機械グループ事業の展開

「三綱領」の精神を守る

MC Machinery Systemsは、北米市場における産業機械の販売会社です。三菱電機の放電加工機（EDM）、
レーザー加工機を主要商品として取り扱っています。私がNational Service/Support Managerを務めるチーム
では、100名以上のスタッフを擁し、業界最高の品質で10,000台以上のEDMをサポートしています。
三菱商事の共通プログラムを通じて、私は今日のビジネスにつながる三菱商事の深い歴史と本質的な価値を学

びました。また、「三綱領」の精神である所期奉公、処事光明、立業貿易は、当社の中にも脈 と々受け継がれていま
す。共通プログラムは、三菱商事の本質的な価値を具現化していくリーダーの一員として、自らをより成長させてくれ
るものでした。
当社の成長には、「三綱領」の精神を忠実に守っていくことが大切であると考えています。

三菱商事グループの人材

ジョー・シスネロス
MC Machinery Systems, Inc.
National Service/Support 
Manager

機械グループ
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化学品グループは、原油、天然ガス、鉱物、植物、海洋資源などより生産されるエチレン、メタノール、
塩といった工業製品用の原料から、プラスチック、電子材料、食品素材、肥料や医農薬などの製品まで、
幅広い分野において事業展開しています。

化学品グループは、「市場において存在感と影響力があり、持続的な収益力を持つ強い事業の集合体」を目指すべき姿として掲げ

ています。当グループがこれまでに築き上げてきたグローバルネットワークを活かし、強い事業基盤を有する領域で、新たな事業機

会を創出して、国内外市場の成長を積極的に取り込んでいきます。

石油化学やクロールアルカリ、メタノール、アンモニアなどの汎用化学品分野では、シェール革命に伴う業界構造変化や顧客ニー

ズを的確に捉え、新たな投資機会を追求し、収益の拡大を図ります。また、情報・ネットワーク機能や販売力といった三菱商事の強

みも活かしながら、競争力ある原料をベースとした製造事業の付加価値向上につなげます。

プラスティックスをはじめとする機能化学品分野では、当社が持つ製品販売力や調達機能の深掘りを継続しつつ、北米自動車分野

など成長が見込まれる産業や地域での事業強化を進めます。

ライフサイエンス分野では、健康、安心、安全、おいしさといった面で、グローバルに生活の質向上に貢献することをテーマに、

事業ポートフォリオの拡充に取り組んでいます。成長が期待される食品化学事業では、経営機能の強化に加え、国内外の製造拠点を

活用し、自社の持つ発酵技術やアプリケーション技術を高め、アジア地域など成長市場での業容拡大を狙います。

グローバルネットワークを活かし
新たな事業機会を追求します
　

常務執行役員
化学品グループCEO

1982年三菱商事入社（塩ビ・クロールアルカリ部）。
1991年米国三菱商事会社ヒューストン支店に出
向。1996年クロール・アルカリ部。2005年汎用化学
品本部クロールアルカリユニットマネージャー。2010
年化学品グループCEOオフィス室長。2012 年機能
化学品本部長。2013年執行役員。2015年汎用化
学品第一本部長。2016年より現職。

化学品グループ
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
基礎石化部、芳香族化学品部、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

■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　■エネルギー事業グループ　■金属グループ　■機械グループ　■化学品グループ　■生活産業グループ

当期純利益 /ROA
（単位：億円）

2.2%

217

314 305

250

2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
(見通し）

3.3%
3.2%

Our Vision

化学品グループ



化学品グループのバリューチェーンと事業投資先

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

メタノール　METOR／CGCL

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／日本レヂボン

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／中央化学／DM Color

農薬原体・中間体　
力菱ファインケミカル／DECCAN／
IFFCO-MC

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／
三菱商事ライフサイエンス／
興人ライフサイエンス

MCLS Europe
食品化学マーケティング（オランダ）

Tartaros Gonzalo Castello
酒石酸製造（スペイン）

DECCAN 農薬原体・中間体受託製造（インド）

TOSOH-HELLAS
電池原料製造
（ギリシャ） IFFCO-MC 農薬販売（インド）

江陰味禧協和食品
各種調味料製造（中国）

常熟力菱精細化工有限公司
農薬原体・中間体受託製造（中国）

STBC ソルビトール製造（インドネシア）

Fermentech 核酸・増粘多糖類製造（インドネシア）

MCLS Asia 食品化学マーケティング・開発（シンガポール）

Centram 増粘多糖類製造（インドネシア）

FUJIFILM Diosynth Biotechnologies UK
バイオ医薬品受託製造（英国）

Fosfatos del Pacifico
燐鉱石採掘・煉瓦製造

（ペルー）

Rimtec
塩ビコンパウンド製造
（米国）

MIFI
食品化学素材
（甘味料・機能性素材等）
販売（米国）

FUJIFILM Diosynth 
Biotechnologies USA
バイオ医薬品受託製造（米国）

Mitsubishi International 
PolymerTrade
スペシャリティーケミカル、
汎用樹脂販売（米国）

Amfine Chemical
プラスチック用安定剤、
添加剤製造（米国）

DM Color
樹脂コンパウンド・着色材製造
（メキシコ）

汎用化学品関連事業　　機能化学品関連事業　　ライフサイエンス関連事業　　サウジ関連事業

三菱商事アグリサービス 肥料販売（日本）
エムシー・ファーティコム 肥料製造（日本）
中央化学 プラスチック食品容器製造販売（日本）
興人フィルム＆ケミカルズ フィルム・化成品製造（日本）
三菱商事プラスチック 合成樹脂原料・製品販売（日本）
吉比化成 合成樹脂原料・製品販売（日本）
三菱商事ケミカル 溶剤、塗料、コーテイング樹脂、シリコーン販売（日本）
宇部ＭＣ過酸化水素 過酸化水素製造（日本）
三菱商事ライフサイエンス 食品化学事業の持株会社（日本）

ESSA 製塩
（メキシコ）

CGCL
メタノール製造

（トリニダード・トバゴ）

METOR
メタノール製造・販売

（ベネズエラ）

SHARQ
石油化学製品製造・販売
（サウジアラビア）

MTIS マルチトール製造（タイ）
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国を超えた異動

近年、事業ニーズに合わせて、海外

拠点社員が国を超えて異動するケース

が増えています。国を超えた異動を通

じて、幅広い商品、業務を経験するこ

とにより、グローバルな視野を磨くと

ともに、三菱商事グループの概要や経

営方針に対する理解を深めることにつ

ながるため、今後も事業ニーズに応じ

た、連結・グローバルベースでの配置・

適材適所を推進していきます。

価値観の共有

2010年度より、三菱商事の理念 ･

価値観の共有や当社グループへの理解

を深めることを目的として、国内外

の拠点・グループ企業の社員を対象

にした導入研修「MC Group Gateway 

Program」を開催しています。年間8回、

東京で、日本語・英語で実施しており、

約 450名（累計ベースでは約 2,100名）

が参加しています。さらに、各地域で

も同様の導入研修を展開しており、当

社グループ全体での価値観の共有を推

進しています。

MC Group Gateway Program受講者数の推移

海外拠点社員の本店への出向・海外間異動件数の推移
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三菱商事の人事施策
化学品グループ事業の展開

勝者であり続けることを目指して

インド三菱商事会社は、ライフサイエンス、石油化学、肥料・無機原料事業を主力事業とする現地のビジネスパー
トナーとの合弁会社4社を含め、化学品における多様なポートフォリオを有しています。
私は、インドでの成長シナリオを実現したいと考えます。長期間持続可能な事業の構築を目指し、最適なビジネス

パートナーと新たな合弁事業を立ち上げる。それは単なる事業投資に留まらず、三菱商事の他部門の専門性やネッ
トワークを活用して最終顧客に接近し、合弁事業の価値を創造することで実現します。
三菱商事の化学品グループの一員として2002年から2008年までシンガポールで働いた経験は、グローバルビジ

ネスへの展望と異文化間における課題への取り組みに対する洞察力を身に付ける有意義な機会でした。さらに、職
務を効率よく効果的に進められるよう常にサポートしてくれる家族にとっても、貴重な国際経験でした。

三菱商事グループの人材

ロヒット・チョプラ
インド三菱商事会社
化学品グループ 汎用化学品
第二本部長
兼 コルカタ支店長

化学品グループ
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常務執行役員
生活産業グループCEO

1984年三菱商事入社（油脂部）。1989年米国三菱
商事会社（ニューヨーク）。1993年Premier Edible 
Oils Corp.（ポートランド）。1995年油脂部。2003
年Sinar Berlian（クアラルンプール）。2004年クア
ラルンプール支店。2006年Agrex Asia(Managing 
Director)（シンガポール）。2008年農水産本部 穀
物ユニットマネージャー。2011年生活産業グループ
CEOオフィス。2012年新興市場事業開発ユニットマ
ネージャー。2013年農水産本部長。2014年執行役
員、生活原料本部長。2016年より現職。

生活産業グループは、衣・食・住に関わる「生活必需品」を消費者に供給し、
日々の生活基盤を支える事業をグローバルに展開しています。
川上の原料調達から川下の小売に至る各事業領域において、
消費者のニーズを捉えた安心・安全な商品や、サービスの提供に取り組んでいます。

生活産業グループでは、食料・日用品・衣類・資材・ヘルスケア関連商材等「衣食住」に関わる生活必需品を取り扱い、消費者起

点での価値創造を目指しています。消費者のより豊かな生活の実現に立脚した事業を展開し、原料調達から小売に至る各事業におい

て、食の安心・安全の追求や環境・地域社会の課題解決にも資する事業を推進していきます。

原料調達においては、2014年にノルウェー・チリ・カナダで鮭鱒養殖事業を行う Cermaq社を子会社化しました。世界的に食料

需要が拡大する中、「育てる」漁業である鮭鱒養殖事業を通じて、動物蛋白源の安定調達に取り組んでいます。  

また、2015年にはコーヒー・ココア・ナッツ類等の食品原料において世界トップクラスのシェアを有する Olam社と資本業務提

携契約を締結しました。Olam社が構築しているサステナビリティ・トレーサビリティの高い幅広い商品群の原料調達網を活用し、

高度化・多様化する消費者のニーズに対応した商品開発を進めています。

インドネシア・ミャンマー等の新興市場においては、地域に根差し市場特性に応じた事業展開を基本方針とし、日本の技術力や品

質管理ノウハウと融合させることで、生活水準の向上や地域社会の発展を後押ししていきます。

一方、市場の成熟化が進む国内においては、既存事業の機能強化と効率化を進めつつ、リテイル事業基盤を活かした地方創生にも

取り組んでいきます。

安心・安全な生活必需品の提供を通じて
消費者起点での価値創造を追求していきます
　

生活産業グループ
生活産業グループ CEOオフィス

生活産業グループ管理部　

　■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

　■生活流通本部
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、ヘルスケア部

　■生活消費財本部
欧米消費財部、アジア消費財部、製粉糖質部、タイヤ部

　■生鮮品本部
鮭鱒事業部、水産部、農産酪農部、畜産部

　■生活原料本部
Olam事業部、食品原料部、穀物飼料部、住宅資材部

■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　■エネルギー事業グループ　■金属グループ　■機械グループ　■化学品グループ　■生活産業グループ

当期純利益 /ROA
（単位：億円）

592

1,205

735 740

2014.3 2015.3 2016.3 2017.3
(見通し）

2.3%

4.2%

2.3%

Our Vision

生活産業グループ



生活原料本部

生鮮品本部
生活消費財本部
生活流通本部
リテイル本部

米菓製造
TH Foods

ゴマ生産
 Sesaco

穀物集荷
Agrex

コーヒー生産
Ipanema

穀物生産・集荷
Agrex do Brasil

食肉加工
Indiana Packers

衣料品・生活雑貨小売
Muji U.S.A

鮭鱒養殖
Cermaq Canada

穀物販売
Agrex Beijing

硅砂採掘
Cape Flattery

穀物集荷
Agrex Australia

鮭鱒養殖
Cermaq Chile 

Salmones Humboldt

飼料製造
日本農産工業

建材販売
三菱商事建材

食品原料販売
MCアグリアライアンス

畜産
ジャパンファーム

水産販売
東洋冷蔵

食肉加工
伊藤ハム米久HD

製粉
日東富士製粉

製菓
カンロ

澱粉・糖化品製造
日本食品化工

食品流通
三菱食品

医療材料・機器販売
エム・シー・ヘルスケア

包装資材販売
三菱商事パッケージング

スーパーマーケット
ライフコーポレーション

共通ポイント
ロイヤリティ マーケティング

コンビニエンスストア
ローソン

調味料製造
Kewpie Vietnam

調味料製造
Kewpie Indonesia

即席麺製造
Nissin Foods 

Indonesia

紙オムツ製造販売
EIMI、EITI

衣料品小売
PT. Fast Retailing 

Indonesia

衣料品・生活雑貨小売
Muji Europe Holdings

食品製造・流通
Princes

調味料製造
Kewpie Malaysia

澱粉製造
AMSCO

衣料品小売
UNIQLO(Thailand) Company

食品製造・流通
Lluvia

タイヤ販売
First Japan Tire Services

鮭鱒養殖
Cermaq Norway

海老養殖
TMAC

タイヤ販売
Bridgestone Sales 

Thailand

即席麺製造
Nissin Foods 

Thailand

食品原料生産・集荷
Olam

即席麺製造
Nissin Foods ASIA

穀物販売
Agrex Asia

食料関連の主な事業展開

 水産品

大豆
 コーン

肉

コーヒー
ココア
ナッツ類
スパイス
ゴマ
米 等

砂糖・澱粉
小麦

●子会社　　●関連会社

医療材料・機器販売
国薬菱商

消
費
者

原料生産・集荷・加工 製品製造 流通 小売

●Cermaq・Salmones Humboldt
(ノルウェー・チリ・カナダ：鮭鱒)

●日本農産工業
(日本：飼料)

●三洋食品
(日本：水産)

●東洋冷蔵
(日本：水産)

●伊藤ハム米久HD
(日本：食肉)

●ジャパンファーム
(日本：食肉)

●Indiana Packers
(米国：食肉)

●フードリンク
(日本：食肉)

●カンロ
(日本：菓子)

●三菱食品
(日本：食品)

Yamazaki Indonesia
(インドネシア：パン)

Munchy Indonesia
(インドネシア：菓子)

●大日本明治製糖
(日本：砂糖)

●Agrex
(米国・ブラジル・
オーストラリア
：穀物)

●日本食品化工
(日本：澱粉・糖化品)

●日東富士製粉
(日本：小麦粉)

Atri  Distribusindo
(インドネシア：食品・日用品)

●ローソン
(日本：コンビニ)

●ライフ
　コーポレーション

(日本：スーパーマーケット)

●日本KFC
　ホールディングス

(日本：外食チェーン)

Sumber Alfaria 
Trijaya Tbk

(インドネシア：ミニマート)

●アートコーヒー
(日本：コーヒー)

●MCフーズ
(日本：食品原料)

●MCアグリアライアンス
(日本：食品原料)

●MCMS
(香港：食品)

●Princes
(英国：食品)

●Lluvia
(ミャンマー：食品)

●Olam
(シンガポール：食品原料)

●Ipanema
(ブラジル：コーヒー)

●Sesaco
(米国：ゴマ)

●TH Foods
(米国：米菓)

●かどや製油
(日本：ゴマ油)

商品分野

医薬品・医療材料販売
北京華鴻・北京天星
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ANN ARBOR

STANFORD

LOS ANGELES

BRISBANE

MELBOURNE

MACKAY

CALGARY

HOUSTON

KANSAS CITY

MEXICO CITY

NEW YORK

PHILADELPHIA

MAPUTO

DUBAI MUMBAI

HONG KONG

TAIPEI

SHANGHAIBEIJING

CHENNAI

SEOUL

AMSTERDAM
MOSCOW

SAINT PETERSBURG

SALAMANCA

SANTIAGO

JAKARTA

SINGAPORE

RIO DE JANEIRO

PORTO ALEGRE

BIRMINGHAM

KUALA LUMPUR

BANGKOK

HO CHI MINH

LONDON DÜSSELDORF
アナーバー

スタンフォード

ロサンゼルス

メキシコシティ

カンザスシティ

ブリスベン

メルボルン

マッカイ

ヒューストン

サンチャゴ

リオデジャネイロ

ポルトアレグレ

カルガリー

ニューヨーク

フィラデルフィア
ソウル

ホンコン

上海

台北

北京

マプト

ムンバイ

チェンナイ

クアラルンプール

バンコック

ホーチミン

シンガポール

ジャカルタ

アムステルダム

ドバイ

モスコー

サンクトペテルブルク

サラマンカ

バーミンガム

ロンドン デュッセルドルフ

2

3

3

4

5

7

6

8

5

4

2
2

（2016年6月時点）

JOHANNESBURG
ヨハネスブルグ

VALENCIA
バレンシア

海外在勤者数（女性）77名

女性活躍推進

三菱商事では、女性のキャリア形成と継続のために、すでに育児休職からのスムーズな復帰をサポートするための託児

所の確保、育児・介護と仕事を両立するための柔軟な勤務時間の設定、配偶者の転勤同行に伴う退職時の再雇用制度の導

入など、各種支援策を講じています。また、個々のライフイベントを考慮し、可能な限り計画的に海外駐在も含めたキャ

リアづくりに注力しており、現在、海外在勤の女性社員 77名のうち、11名が子どもを連れて海外の拠点や当社グループ

企業で活躍しています。さらに一歩踏み込んで、女性が活躍できる環境の整備を行うため、従来から掲げている「2020

年度までに女性管理職比率 10％超」の目標に加え、2016年 4月 1日に公表した行動計画の中で、「総合職採用の女性比

率の向上」「女性のキャリア・サポートの後押し」「男性の育児関連制度利用率 100%」「各種研修等を通じた意識改革」

を新たな目標に掲げました。引き続き、この計画に取り組む他、当社グループ全体の女性の活躍推進にも取り組んでいき

ます。

ダイバーシティを成長の力に

香港にある飲料・加工食品の輸入販売・マーケティングを行う事業投資先への出向に伴い、夫と娘と共に赴任中
です。香港は女性の社会進出が進んでおりMC Marketing & Sales (Hong Kong)も7割が女性、さらに子育て中
や介護等皆それぞれ状況も異なります。皆が違いを当たり前のように受け入れ、活力のある社員と共に会社も自身
も大きく成長すべく、社員の意見に特に耳を傾けることを念頭に日々の業務に取り組んでいます。
三菱商事にも、ダイバーシティを認める風土と状況に応じてフレキシブルな働き方を可能にする制度があり、今後

も会社および個人の成長に資するチャレンジに臆せず取り組んでいきたいと考えています。

三菱商事グループの人材

世界でチャレンジする女性社員

橘 香乃
MC Marketing & Sales 
(Hong Kong)
Managing Director

三菱商事の人事施策
生活産業グループの主な事業投資先

生活産業グループ
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コーポレート・ガバナンス体制

基本方針

　『三綱領』（P.01）を企業理念とし、公明正大を旨とする企業活動を通じ、継続的に企業価値の向上を図るとともに、物心共に豊か

な社会の実現に貢献することが、株主の皆様やお客様をはじめとする全てのステークホルダーのご期待に応えるものと認識していま

す。

　この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強化を経営上の重要

課題としており、監査役制度を基礎として、独立役員の要件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や社外役員・社外委員を過半数

とする取締役会の諮問機関の設置などにより、経営監督機能を強化するとともに、執行役員制度の導入等による意思決定や業務執行

の迅速化・効率化を図るなど、実効性のあるコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めています。

取締役会

　取締役会は、経営上の重要事項の決定と業務執行の監督を行っており、取締役（社内）の三菱商事における豊富な業務経験と、社

外取締役の実践的、客観的かつ専門的な視点を活かすことにより、適切な意思決定・経営監督の実現を図っています。

　取締役会の構成と取締役候補者の選任方針・手続きは、ガバナンス・報酬委員会で審議し、取締役会で次の通り決定しています。

■ 取締役会の構成・取締役候補者の選任方針
     広範な分野で多角的な事業を行う総合商社の適切な意思決定・経営監督の実現を図るため、社内および社外から、豊富な経験、高い見識、高度な
専門性を有する者を複数選任しています。

     具体的な取締役候補者の選任方針は、取締役（社内）として、取締役会議長を務める取締役会長、業務執行の最高責任者である社長の他、全社経
営を担う執行役員・コーポレートを担当する執行役員などの中から選任しています。また、社外取締役は、企業経営者などの実践的な視点を持つ者、
および世界情勢、社会・経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任しています。

　   原則として、取締役会は審議を行うに当たり適切な規模とし、そのうち社外取締役が 3分の 1以上を占める構成としています。

■ 取締役候補者の選任手続き
　　上記の方針を踏まえ、社長が取締役候補者の選任案を作成し、ガバナンス・報酬委員会による審議を経て、取締役会で決議の上、株主総会に付議
しています。

■ 取締役会での審議内容等
     法令および定款の規定により取締役会の決議を要する事項および経営上の重要事項については、取締役会で決議しており、特に株式・持分や固定
資産の取得・処分、融資・保証を伴う投融資案件については、信用リスク、市場リスク、事業投資リスクなどさまざまなリスクの類型別に金額基
準（総資産の 1%を上回らない金額で、リスクの性質に応じ個別に設定）を定め、この金額基準を超える案件については取締役会にて審議・決定し
ています。

　  なお、これらの取締役会決議事項を除く業務執行は、迅速化・効率化を図る観点から、取締役会が定める業務分担に従い執行役員に委ね、業務執
行の最高責任者として社長を、経営意思決定機関として社長室会（月 2回程度開催）を置き業務を執行しています。

　  また、取締役会では、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を通じた企業価値の向上を図るため、内部統制システム（P.102）を構築し、
毎年その運用状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。

取締役会の実効性評価　

　継続的に取締役会の実効性を高めるため、各取締役・監査役に対し取締役会の機能・運営等に関するヒアリングを行い、その内容を

踏まえてガバナンス・報酬委員会にて取締役会のレビューを実施しています。また、取締役会では、ガバナンス・報酬委員会の審議を

踏まえ、取締役会の実効性について分析・評価を行い、運営等の改善に活用しています。

　2015年度のレビューでは、取締役会の構成・運営等は適切であり、各議題において事前の情報提供や当日の活発な意見交換等を通

じ十分な審議が行われていると評価されたことなどから、取締役会では監督機能を発揮する体制が十分に整備されており、適切にその

機能を果たしていることが確認されました。また、取締役会の実効性をさらに向上させるためには、社外役員に対する情報提供の充実

に不断に取り組むことや、取締役会以外の場における、社外役員同士や社外役員と経営陣との主要議題に関する自由な意見交換やコミュ

ニケーションの拡充に取り組むことが重要との意見がありました。

　三菱商事では、ガバナンス・報酬委員会、取締役会による分析・評価を踏まえ、継続的に取締役会の実効性向上に取り組みます。

取締役会の諮問機関

ガバナンス・報酬委員会
　2001年に設置して以降、年 2回程度開催しています。社外役員・社外委員が過半数を占める構成の下、コーポレート・ガバナン

ス関連の課題について継続的にレビューするとともに、役員報酬の決定方針や報酬水準の妥当性など、役員報酬制度の在り方につい

て審議し、その運用のモニタリングを行っています。

［社長の選任について］

　2016年 4月に就任した垣内社長の選任に当たっては、ガバナンス・報酬委員会にて確認された経営者の要件・その選任に関わる

基本方針に基づき、同委員会による審議を経て、取締役会で決議しました。

　なお、ガバナンス・報酬委員会の下部機関である社長業績評価委員会を設置し、社長の業績評価について審議しています。

主な討議テーマ
■取締役会および監査役会の構成、取締役および監査役の選任方針および選任案
■経営者の要件およびその選任に関わる基本方針、社長選任案
■役員報酬制度の在り方（報酬の決定方針や報酬水準の妥当性など）
■取締役会の運営に対する評価

社外委員（5名）

加藤 良三
社外取締役

　西山 昭彦
　社外取締役

國廣 正 
社外監査役

今野 秀洋
社外取締役

　岡 俊子
　社外取締役

社内委員（3名）

小林 健※

取締役会長
鍋島 英幸
常任監査役

垣内 威彦
取締役 社長

委員の構成（※は委員長）（2016年 7月 1日現在）
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コーポレート・ガバナンス体制

■ 社外監査役選任基準
1. 社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性

を確保する。

2. 社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性
（注）
確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しない。

（注）社外役員選任基準に関する独立性の考え方

（株）東京証券取引所など国内の金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え、本人の現在及び過去 3事業年度における以下①～⑦の該当の有無を確認の
上、独立性を判断する。
①当社の大株主（直接・間接に 10％以上の議決権を保有する者）またはその業務執行者（※ 1）
②当社の定める基準を超える借入先（※ 2）の業務執行者
③当社の定める基準を超える取引先（※ 3）の業務執行者　
④当社より、役員報酬以外に 1事業年度当たり 1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、弁護士、公認会計士等の専門的
サービスを提供する者
⑤当社の会計監査人の代表社員または社員
⑥当社より、一定額を超える寄附（※ 4）を受けた団体に属する者
⑦当社の社外役員としての任期が 8年を超える者

※ 1 業務執行者とは、業務執行取締役、執行役、執行役員その他の使用人等をいう。
※ 2 当社の定める基準を超える借入先とは、当社の借入額が連結総資産の 2％を超える借入先をいう。
※ 3 当社の定める基準を超える取引先とは、当社との取引が当社連結収益の 2％を超える取引先をいう。
※ 4 一定額を超える寄附とは、1事業年度当たり 2,000万円を超える寄附をいう。

なお、上記①～⑦のいずれかに該当する場合であっても、当該人物が実質的に独立性を有すると判断した場合には、社外役員選任時にその理由を説明・開
示する。

取締役室・監査役室
　取締役・監査役による経営監督・監査機能が十分に発揮されるよう、取締役室および監査役室を設置し、職務遂行に必要な情報を

適切かつタイムリーに提供しています。

　社外役員に対しては、取締役会での審議の充実を図るため、取締役会資料の事前配付・説明や、経営戦略・重要案件等に関する　

説明会の開催など、関連情報の提供を行う他、就任時オリエンテーション、毎年の事業投資先視察や経営陣幹部との対話など、三菱

商事の業務内容を理解する機会を継続的に提供しています。また、経営監督機能の実効性を一層高めるため、ガバナンス・報酬委員会、

社長業績評価委員会など、社外役員が過半数を占める会議を開催する他、社外役員スモールミーティングを年 4回程度開催し、三菱

商事の経営やコーポレート・ガバナンス等に関する幅広いテーマについて、自由にディスカッションする機会を設けるなど、社外役

員同士の連携の深化も図っています。

監査役会

　監査役会は、会社法等諸法令や定款・諸規程などに基づき、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を実施しています。監

査役（社内）は三菱商事における豊富な業務経験に基づく視点から、社外監査役は中立的・客観的な視点から、それぞれ監査を行う

ことにより、経営の健全性を確保しています。

　監査役会の構成と監査役候補者の選任方針・手続きは、ガバナンス・報酬委員会で審議し、取締役会で次の通り決定しています。

■ 監査役会の構成・監査役候補者の選任方針
     監査を通じて会社の健全な経営発展と社会的信頼の向上を実現するため、社内および社外から、監査に必要となる豊富な経験と高度な専門性を有
する者を複数選任しています。

       具体的な監査役候補者の選任方針は、監査役（社内）として、全社経営や財務・会計・リスク管理その他の知識・経験を持つ者から選任しています。
また、 社外監査役として、さまざまな分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任しています。

       原則として、監査役の総数は 5名とし、そのうち社外監査役が過半数を占める構成としています。

■ 監査役候補者の選任手続き
　　上記の方針を踏まえ、社長が常任監査役と協議の上、監査役候補者の選任案を作成し、ガバナンス・報酬委員会による審議を経て、監査役会の同意
を得た後、取締役会で決議し、株主総会に付議しています。

■ 監査役（会）の活動内容等
　  監査役は、監査役会として会計監査人および内部監査部門と定期的に会合を持っている他、国内外主要拠点への往査や、取締役会長、社長、その他
経営陣（取締役・執行役員）との対話などを積極的に実施して経営の執行状況を的確に把握することに努めています。また、常勤監査役は、取締役
会以外の社内主要会議にも幅広く出席し、社内各部局との対話を行い、社内関係者との円滑な意思疎通を通じて積極的に情報を収集しています。

　  さらに、主要な子会社および関連会社についても、往査や各社経営陣との対話を実施している他、各社監査役との定期的会合の中で意見交換を行い、
企業集団としての監査の環境整備に努めています。

　   加えて、監査役会では、定期的に社外の有識者と対話する機会を設け、そこで得られる情報・知見を監査活動に役立てています。
      監査役（会）は、こうした活動を通じ、取締役の意思決定の過程や職務執行状況の監査を実施し、能動的・積極的に指摘・提言を行うことによって、
三菱商事の健全で持続可能な成長の確保と社会的信頼に応える企業統治体制の確立に寄与しています。

社外役員選任基準

　社外取締役・社外監査役の機能の明確化・強化を図るため、社外役員・社外委員が過半数を占めるガバナンス・報酬委員会で審議

の上、取締役会にて「社外役員選任基準」を次の通り制定しています。

■ 社外取締役選任基準
1. 社外取締役は、企業経営者としての豊富な経験に基づく、実践的な視点を持つ者、及び世界情勢、社会・経済動向等に関する高い見識に基づく、
客観的かつ専門的な視点を持つ者から複数選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図る。

2. 社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性
（注）
確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しない。

3. 広範な事業領域を有する三菱商事として、企業経営者を社外取締役とする場合、当該取締役の本務会社との取引において利益相反が生じる可能
性もあるが、個別案件での利益相反には、取締役会での手続において適正に対処するとともに、複数の社外取締役を置き、多様な視点を確保す
ることにより対応する。



変動報酬比率：約50%

連結業績、個人業績等に
連動して変動

賞与 加算
報酬

積立型
退任時
報酬

固定報酬比率：約50%
株式報酬型

ストックオプション 取締役報酬

※

取締役（社内）の報酬等の支給割合イメージ

（注）1. 上記員数は、2015年度中に退任した取締役 1名および監査役 1名を含めて記載しています。
　　　  なお、2015年度末時点の員数は、取締役 14名（うち社外取締役 5名）、監査役 5名（うち社外監査役 3名）です。
　　  2.   上記のうち、株式報酬型ストックオプションは、2015年度に取締役 9名（社外取締役は支給対象外）に付与した株式報酬型

ストックオプションについて費用計上した額を記載しています。　　
　　  3. 上記の報酬等の他、退任した役員に対して役員年金を支給しており、2015年度の支給総額は以下の通りです。
　　　  なお、役員年金制度を含む退任慰労金制度は、平成 18年度定時株主総会終了時をもって廃止しています。
　　　  取締役 98名（社外取締役は支給対象外）に対して 165百万円
　　　  監査役 10名（社外監査役は支給対象外）に対して 6百万円 

（百万円未満切捨て）

役員区分 報酬等の総額 取締役報酬
および加算報酬

賞与 株式報酬型
ストックオプション

積立型
退任時報酬

対象員数 総額 対象員数 総額 対象員数 総額 対象員数 総額

取締役（社内） 1,074 9名 629 9名 0 9名 323 9名 122

社外取締役 120 6名 120 ー ー ー ー ー ー

役員区分 報酬等の総額 監査役報酬 賞与 株式報酬型
ストックオプション

積立型
退任時報酬

対象員数 総額 対象員数 総額 対象員数 総額 対象員数 総額

監査役（社内） 124 3名 124 ー ー ー ー ー ー
社外監査役 39 3名   39 ー ー ー ー ー ー

（単位：百万円）

※ 2015年度の賞与は、同年度の当期純利益が資本コストを下回ったことを受け、
賞与支給の方針に基づき全役員不支給としました。
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コーポレート・ガバナンス体制

取締役および監査役の報酬等の決定方針等

　コーポレート・ガバナンスに関する基本方針（P.94）に基づき、継続的な企業価値向上につながるよう、役員報酬および関連制度

を定め、透明性の高い運用に努めています。その基本方針、報酬の構成、決定方法については、次の通りです。

■ 取締役の報酬等
1. 取締役（社内）
　（1）基本方針

　取締役（社内）の報酬等については、業績との連動強化、株主の皆様との価値共有、業績や継続的な企業価値の向上に対する意欲や士気向
上を図ることを狙いとした役員報酬制度を定めています。水準については、同業他社や本邦における同程度の規模の主要企業と比較を行い、
業績に見合った水準を目安として設定しています。なお、執行役員を兼務する取締役については、執行役員としての役位等も取締役報酬額
決定に際する要素の一つとして取り扱っています。

　また、取締役（社内）の報酬等の決定方針、水準の妥当性およびその運用状況については、ガバナンス・報酬委員会で審議・モニタリング
を行っています。

　（2）構成
　取締役（社内）の報酬等は、取締役報酬、加算報酬、賞与、株式報酬型ストックオプションおよび積立型退任時報酬で構成されており、そ
れぞれの内容は以下の通りです。

　・取締役報酬：役位等に応じて決定した額を、毎月支給するもの
　・加算報酬：執行役員を兼務する取締役に対して、毎年、社長が、前年度の各役員の業績評価を行い、その結果を反映して、個人別支給額　
を決定の上、支給するもの（社長の業績評価は、ガバナンス・報酬委員会の下部機関であり、同委員会の委員長である会長、社外委員を
メンバーとする社長業績評価委員会における審議を経て決定）

　 ・賞与：前年度の連結業績等に基づき、支給の有無と支給の場合の総額を決定し、個人別支給額を決定の上、支給するもの（支給総額には
上限を設けて運用）

　・株式報酬型ストックオプション：株主の皆様との価値共有、中長期的な企業価値向上の観点から付与するもの（原則、付与から 2年間は
行使不可。また、ストックオプション行使により取得した株式を含め、在任中は株式を保有することを基本方針とし、一定株数を超える
までは売却を制限）

　・積立型退任時報酬：職務執行の対価として毎年一定額を積み立て、役員の退任時に、累計額を算出し、支給額を取締役会で決定の上、支
給するもの

　なお、取締役会長については、主に経営の監督機能を担う役割に鑑み、2016年度より、社外取締役と同様、取締役報酬のみを支給しており、
業績により変動する要素はありません。　

2. 社外取締役
　社外取締役の報酬等に関する基本方針および報酬等の構成については、独立した立場から経営の監督機能を担う役割であることから、取締役報
酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。

3. 決定方法
　取締役報酬、加算報酬、株式報酬型ストックオプションおよび積立型退任時報酬については、平成 21年度定時株主総会で、その報酬枠を年額

16億円以内として支給することを決議しており、報酬枠の範囲内で、取締役会の決議を経て支給しています。
　また、賞与は、業績との連動性が高いことから、株主総会の決議を経て支給しています。

　［2015年度の賞与について］
　2015年度の賞与は、同年度の当期純利益が株主資本コストを下回ったことを受け、賞与支給の方針に基づき全役員不支給としました。

■ 監査役の報酬等
1. 基本方針および構成
　監査役の報酬等は、独立した立場から監査を行う役割であることから、監査役報酬のみを支給しており、業績により変動する要素はありません。
2. 決定方法
　平成 18年度定時株主総会で、その報酬枠を月額 15百万円以内として支給することを決議しており、報酬枠の範囲内で、監査役の協議を経て
支給しています。

■2015年度の取締役および監査役の報酬等の総額および対象員数



取締役

監査役
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木﨑　博
1981年 三菱商事（株）入社
2015年 監査役（常勤）［現職］

國廣　正*3

1986年 弁護士登録
1994年 國廣法律事務所

（現 国広総合法律事務所）
弁護士［現職］

2012年 三菱商事（株）監査役［現職］

高山　靖子*3

1980年 　（株）資生堂入社
2011年 　（株）資生堂常勤監査役（2015年6月退任）
2016年 三菱商事（株）監査役［現職］

西川　郁生*3

1974年　監査法人榮光会計事務所
　　　　（現 新日本有限責任監査法人）入所
1990年　センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査

法人）代表社員（2001年7月退任）
2007年　企業会計基準委員会委員長（2014年3月退任）
2012年　慶應義塾大学商学部教授［現職］
2016年　三菱商事（株）監査役［現職］

*3  会社法第2条第16号に定める社外監査役を示しています。い
ずれも、（株）東京証券取引所など、国内の金融商品取引所
が定める独立役員の要件および当社が定める社外役員選任
基準を満たしています。

⇒当社の社外役員選任基準に関する独立性の考え方につきましては
P.96～P.97をご覧ください。

垣内　威彦*1

1979年　 三菱商事（株）入社
2016年 　取締役 社長［現職］

鍋島　英幸
1972年 三菱商事（株）入社
2014年 常任監査役（常勤）［現職］

田邊　栄一*1

1978年　 三菱商事（株）入社
2016年　 取締役 副社長執行役員
　　　　　コーポレート担当役員（業務、調査、  

経済協力、ロジスティクス総括）
　　　　（兼）アジア・大洋州統括［現職］

小林　健
1971年 三菱商事（株）入社
2010年 取締役 社長
2016年 　取締役会長［現職］

森　和之*1

1977年　三菱商事（株）入社
2014年　取締役 常務執行役員
　　　　国内統括（兼）関西支社長［現職］

廣田　康人*1

1980年 三菱商事（株）入社
2014年 取締役 常務執行役員

コーポレート担当役員（広報、総務、環境・
CSR、法務、人事）［現職］

2016年 　チーフ・コンプライアンス・オフィサー［現職］

加藤　良三*2

1965年　外務省入省
2008年　同省退官
2009年　三菱商事（株）取締役［現職］

今野　秀洋*2

1968年 通商産業省（現 経済産業省）入省
2002年 同省退官
2003年 独立行政法人 日本貿易保険 理事長

（2009年7月退任）
2010年 三菱商事（株）取締役［現職］

西山　昭彦*2

1975年 東京ガス（株）入社（2015年3月退職）
2004年 東京女学館大学国際教養学部教授
　　　　（2013年3月退職）
2013年 一橋大学特任教授［現職］
2015年 三菱商事（株）取締役［現職］

大宮　英明*2

1969年 三菱重工業（株）入社
2008年 三菱重工業（株）取締役社長
2013年 三菱重工業（株）取締役会長［現職］
2016年 三菱商事（株）取締役［現職］

増　一行*1

1982年 三菱商事（株）入社
2016年 取締役 常務執行役員
　　　  コーポレート担当役員（CFO）　  

［現職］

岡　俊子*2

1986年 等松・トウシュロスコンサルティング（株）（現 アビーム
コンサルティング（株））入社（2012年8月退任）

2005年 アビームM&Aコンサルティング（株） 代表取締役社長
　　　　（2016年3月退任）
2016年　（株）岡＆カンパニー代表取締役〔現職〕
2016年 三菱商事（株）取締役［現職］

取締役・監査役

*1 代表取締役を示しています。
*2  会社法第2条第15号に定める社外取締役を示しています。い
ずれも、(株)東京証券取引所など、国内の金融商品取引所が
定める独立役員の要件および当社が定める社外役員選任基
準を満たしています。

⇒当社の社外役員選任基準に関する独立性の考え方につきましては
P.96～P.97 をご覧ください。

（2016年7月1日現在）
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三菱商事は、子会社を含めた三菱商事グループ全体として、法令・定款に適合し、適正かつ効率的な業務遂行を
通じた企業価値の向上を図るため、内部統制システム構築に係る基本方針を取締役会において決議し、その運用
状況を確認の上、継続的な改善・強化に努めています。

2015年度の内部統制システムの運用状況

　毎年、三菱商事グループにおける内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実施し、その結果を踏まえ必要な改善や子会社
への改善支援を行っています。

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。また、これら以外の情報に
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。
　会社情報の搾取・破壊等を目的としたサイバー攻撃への対応については、システム上の対策に加え、社員への継続的な教育、主要な子会
社を含めた事故対応体制の確認・整備を行うとともに、外部専門機関とも連携の上、最新情報を入手し、適切かつ効果的な対策を実施して
います。
　2015年度は、昨今のサイバー攻撃の高度化やマイナンバーの運用開始などを踏まえ、情報セキュリティや個人情報保護に関する社内規程
を改定し、情報資産管理の強化を図りました。
　

リスク管理
　職務遂行に伴うリスクについては、三菱商事グループにおける事業内容や規模に応じ、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、自然災害リスクなどの類型を定め、類型ごとに責任部
局を設け、また、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るなど、連結ベースでのリスク管理方針・体制・手続を定め、
これに基づいた運用を行っています。
　個別案件の取組みにおいては、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。また、案件の進捗や外部環境の変化に応じ、定期的にリスクとリターンの
検証を行っています。

　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、連結ベースで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。
　2015年度は、大規模な事故・災害などが発生した際に、重要な業務・事業を遂行・継続できるよう、三菱商事グループとしての初動対応・
事業継続計画（BCP）策定に関するマニュアルを整備するなど、リスクヘの対応を強化しました。

効率的な職務遂行
　社長は、三菱商事グループの経営に関する基本方針を示し、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。また、経営計画の遂行状況について定期的にフォ
ローアップを行い、達成度や外部環境などを考慮の上、計画の見直しを繰り返すサイクルとしています。

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、三菱商事グ
ループ全体での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などを制定し、周知徹底を図っ
ています。
　このため、チーフ・コンプライアンス・オフィサーを統括者とし、各組織・子会社でのコンプライアンス責任者の設置、定期的なコンプ
ライアンス委員会の開催による情報共有など、三菱商事グループ全体のコンプライアンス推進体制を構築するとともに、各種法令に関する
必要な研修を三菱商事グループで実施するなど、法令違反などの予防・是正措置を講じています。役職員行動規範については、毎年、三菱
商事全役職員に対し、研修の受講及び遵守についての誓約の提出を求めています。また、三菱商事グループとして、コンプライアンスに関
する役職員の意識向上のため、少人数でコンプライアンスについて自由に議論するコンプライアンス・ディスカッションの取組みを継続的
に行っています。
　コンプライアンスに係る状況については、各組織・子会社の役職員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、取締役会及び監査役へも定期的に報告を行っています。また、各組織・子会社からの報告者が不利益
を被ることのないよう、報告者保護の徹底を図っています。

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、連結ベースで内部統制の有効性確保のための取組みを進めています。

監査、モニタリング
　職務遂行をより客観的に点検・評価するために、内部監査組織を設置し、各組織・子会社に対し定期的に監査を行っています。

連結経営における業務の適正確保
　子会社の管理に関する社内規程を定め、各社それぞれについての管理担当部局を設定しています。各管理担当部局の責任者は、各社の取
締役に業務執行に関する報告を求めるほか、毎年、各社の業績や経営効率などを定量的に把握し、また、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の把握に努めるとともに、内部統制システムの整備・運用状況、及び改善要否の確認などを行っています。2015

年度は、子会社の管理に関する社内規程を一部改定し、各管理担当部局の責務をより明確化して、三菱商事グループの業務の適正確保につ
いて一層の深化・効率化を図りました。
　子会社に対しては、役員派遣、合弁契約締結、議決権行使などを通じ、法令・定款及び社内規則に従った業務の適正確保を図るほか、各
社が効率的に職務を遂行し持続可能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。

内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）

コーポレート・ガバナンス体制

コーポレートスタッフ部門

業務執行組織（営業部門他）

監査部

当社の内部統制の体制

業務執行体制

社　　長

社長室会

監査役、監査部、会計監査人の連携

内部統制関連の主な委員会
開示委員会

コンプライアンス委員会
環境･CSR委員会
投融資委員会

安全保障貿易管理委員会 等

内部統制関連の
各種制度･施策の立案、
周知徹底

 は、P.33をご覧ください。
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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、会計監査人、取締役・執行役員・従業員及び子会社の取締役・監
査役などと意思疎通を図って情報の収集・調査に努めており、これらの者は随時必要な協力をしています。また、監査の実効性を担保する
べく、必要な費用は会社が負担しています。
　一定額の損失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するほか、
子会社からも管理担当部局などを通じて必要に応じ報告を受ける体制としており、実際に運用がなされています。また、監査役への報告を
理由として役職員を不利に取り扱うことはなく、その旨は子会社にも周知徹底しています。
　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監査役会直属の組織を設置するとともに、専任の職務補助者を配置し、
監査役の補助業務を機動的に行う体制としています。また、専任の職務補助者の評価・異動などについては、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。

2016 年度の内部統制システム構築に係る基本方針

　2016年 5 月 10 日の取締役会において決議した 2016年度の内部統制システム構築に係る基本方針の内容は以下のとおりです。

■内部統制システム構築に係る基本方針
1. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
職務遂行における情報の管理責任者や方法などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図り、情報の作成・処理・保存などを適
切に行う。

2. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスクの類型、類型ごとの管理責任者や方法、体制などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図り、かつ、子会社でも事業内
容や規模に応じた必要なリスク管理体制の整備を促進することにより、職務遂行に伴うリスクを企業集団ベースで適切にコントロール
する。

3. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
   (1)社長は、企業集団ベースでの経営方針・目標を設定し、達成に向けた経営計画を策定の上、その実行を通じて効率的な職務の執行

を図る。
   (2)組織編成・職務分掌・人事配置・権限に関する基準・要領などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図り、かつ、子会社

でも事業内容や規模に応じて同様の社内規程などの整備を促進することにより、効率性を確保する。
4. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

   (1)役職員の行動規範、全社横断的な管理体制、予防・是正・改善措置、内部通報制度などを社内規程で定め、周知の上運用の徹底を図り、
また子会社においても同様の体制整備を促進することで、企業集団ベースでのコンプライアンス体制を実現する。

   (2)会計組織単位ごとの責任者の設置、法令及び会計基準に適合した財務諸表の作成手続などを社内規程などで定め、周知の上運用の
徹底を図り、企業集団ベースでの財務情報の適正かつ適時な開示を確保する。

   (3)内部監査の体制・要領などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図り、各組織・子会社の職務遂行を客観的に点検・評価
し改善する。

5. 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
企業集団における業務の適正を確保するため、企業集団ベースで基本方針を策定するとともに、子会社・関連会社ごとに管理責任者、
管理上の重要事項、管理手法、株主権の行使などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図る。また、その管理責任者は、子会
社の取締役などの職務の執行に関する状況などにつき、親会社として必要な報告を受け、子会社の定量・定性的な状況・課題を把握する。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役の職務の執行を補助するために、独立した専任の組織を設ける。

7. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務補助者の評価・異動などの人事に際しては、事前に監査役の意見を徴し、その意見を尊重する。

内部統制システム
(業務の適正を確保するための体制 )

BCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）について

　三菱商事では、事業の拡大に伴うリスクの多様化・複雑化を踏まえて、個々
のグループ企業を含めた連結ベースでの危機管理の徹底に取り組んでいます。
　BCPとは、災害や事故などの予期せぬ出来事が発生した場合に、企業の重
要業務を中断させない、あるいは中断しても可能な限り短時間での復旧・再
開を目指して、事前に策定する行動計画です。三菱商事では、「自然災害」「新
興感染症」「国際・政治問題（テロ等）」「事故」などの危機発生時において、
速やかにBCPを発動し、重要業務の最低限の継続を図るとともに、事業の早
期復旧に向けて取り組むこととしています。

（参考） 国内大規模地震発生に備えた BCPの策定

■重要業務（時間的に復旧を急ぐ、もしくは停止
を許容できない業務）の選定、実行する要員の
選定、および実施体制、実施方法の制定

■被害想定の明確化

■重要な取引先との連絡窓口の確認および BCP

の共有

■重要な取引先や委託業者の対応方針および対
応状況の把握

  8. 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役の職務補助者は、他部署を兼務せず、もっぱら監査役の指揮命令に従うことで、監査役の指示の実効性を確保する。

  9.取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
      (1) 監査役は取締役会及び重要な経営会議に出席し、意見を表明する。
      (2)著しい損害の発生のおそれがある場合の監査役への報告の責任者・基準・方法などを社内規程などで定め、周知の上運用の徹底を図る。
      (3)監査役が子会社に関する報告を求めた場合に各子会社の管理責任者または役職員から報告を行う体制、及び子会社の重大なコンプ

ライアンス事案を含む重要な事案を監査役宛てに報告するなどの体制構築を促進する。
10. 監査役への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
監査役への報告を理由として役職員を不利に取り扱うことを禁止し、その旨を子会社にも周知徹底する。

11. 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る
方針に関する事項
監査役がその職務の執行について支出した費用の償還などの請求をしたときは、当該費用が監査役の職務の執行に必要でないと認め 

られた場合を除き、速やかに処理する。
12. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査役は、社内関係部局・会計監査人などとの意思疎通を図り、情報の収集や調査を行い、関係部局はこれに協力する。
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国際諮問委員会　

国際諮問委員会の目的・機能および開催状況

　国際諮問委員会は、ガバナンス体制整備の観点から取締役会の機能強

化を目的として 2001年に設置されて以降、毎年 1回開催されています。

委員は、グローバルなビジネスを展開する当社の経営や企業戦略に対し

て、国際的な視点に立った提言・助言を行っています。また、世界各地

域の政治・経済情勢、産業動向等についても意見を交わしています。

エルミニオ・ブランコ・メンドーサ
メキシコ：
元商工大臣

1985年　商工省副大臣
1988年　北米自由貿易協定交渉責任者
1994年　商工大臣（～ 2000）

ジョージ・ヤオ
シンガポール：
ケリー・ロジスティクス会長

1998年　情報・芸術大臣、医療大臣、
　　　　  通商・工業大臣、外務大臣
2012年　ケリー・ロジスティクス会長

ジョセフ・S・ナイ
米国：
ハーバード大学特別功労教授

1993年　国家情報会議議長
1994年　国際安全保障担当国防次官補
1995年　ハーバード大学
　　　　  ケネディスクール学長（～ 2004）
                   ハーバード大学特別功労教授

ハイメ・アウグスト・
ゾーベル・デ・アヤラ Ⅱ
フィリピン：
アヤラコーポレーション会長 CEO

1994年　 アヤラコーポレーション社長 CEO
2006年　アヤラコーポレーション会長 CEO

ラタン・タタ
インド：
タタ・トラスツ会長

1981年　タタインダストリーズ会長
1991年　タタグループ会長
2012年　タタグループ名誉会長

ニアール・フィッツジェラルド・KBE

アイルランド：
元ユニリーバ会長

1996年　ユニリーバ会長（～ 2004）
2004年　ロイター会長（～ 2011）
2008年　ハクリット会長（～ 2013）

今野 秀洋
（社外取締役）

加藤 良三
（社外取締役）

田邊 栄一
（取締役 副社長）

垣内 威彦
（取締役 社長）

小林 健
（取締役会長）

国際諮問委員会議長
小島 順彦
（相談役）

委員の構成（2016年 4月１日現在）

国内委員

海外委員

国際諮問委員会

ガバナンス・報酬委員会

諮問 提言

選任・解任
報酬（枠）の決定

取締役会

株主総会 第１回からの開催の歩み（設置年月日：2001年10月  1日）  

 2001年度
 2002年度

 2003年度
 2004年度

 2008年度

 2009年度

 2010年度

 2012年度

 ① Post Financial Crisis – Global Landscape、他

 2005年度
① 資源ビジネス、② IT／自動車、③ 地域戦略（BRICs／中東他）三菱商事の国際化

 2006年度
① コーポレート・ガバナンス、他

 2007年度
① 環境問題とMCの取り組み、
② サブプライムローンの影響、③ Global M&A

 2011年度
 ① 3月 11日以降のエネルギーポートフォリオ、他

 2013年度
① 地域戦略、ASEAN戦略、他

 2014年度
 ① 経営戦略 2015の進捗状況、② 外部環境、他
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国際諮問委員会

2015年度国際諮問委員会議題と報告者

小島会長
小島会長
 

柳井副社長
衣川副社長
垣内常務
田邊常務

今野社外取締役
加藤社外取締役

午　後

■世界情勢概観
   　中国
   　ASEAN

   　米国
   　EU

   　アフリカ
   　中南米
      

■ITとイノベーション
   　シリコンバレーの現状
   　IT 事業戦略
■閉会の挨拶

ナイ委員
ヤオ委員
ゾーベル委員
ナイ委員
ボンド委員※

フィッツジェラルド委員
ブランコ委員
※ボンド委員は、2015年度末で退任

杉浦常務
占部常務
小島会長

午　前

■ 開会の挨拶
■「経営戦略 2015」の進捗報告
■各営業グループの事業戦略報告 

   　エネルギー事業グループ 

   　金属グループ  

   　生活産業グループ
   　新産業金融事業グループ
■日本
      アベノミクス
      政治・外交

（報告者の役職は委員会開催時のものです）

2015年度国際諮問委員会の概要

　2015年 10月に開催された第 15回国際諮問委員会では、世界的な事業環境について、主として経済、地政学、産業の視点から議

論が行われ、当社のビジネスに関する機会とリスクを的確に把握し、戦略構築を継続する必要性が議論されました。

低成長が継続する世界経済
　世界経済は、中国をはじめとする新興国経済の成長鈍化、欧州における成長原動力の欠如、米国の超金融緩和策の転換の可能性等

から、短中期的には、時には乱高下を伴う低成長の見通しであるとの認識が共有されました。

不安定な地政学情勢
　地政学面では、米国の国際的指導力の相対的低下、中国の積極的な影響力拡大、中国と欧州の関係の深化、イスラム国（IS）の台

頭による中東地域の不安定化、ウクライナやシリア問題に見られるロシアの大国意識の回復等、不安定な状況が継続する見込みであ

るとの見解で一致しました。

ITとイノベーション
　産業面では、モノとインターネットをつなぐ IoT（インターネット・オブ・シングス）、膨大な情報量を収集・分析するビッグデー

タ等、ITとイノベーションは密接に産業に絡み、急速に進展しており、こうした流れをつかめなければ既存の事業機会を失いかねな

いという問題意識が示されました。また、グローバル企業として、サイバーセキュリティー確保の重要性も強調されました。

*の執行役員は取締役を兼務しています。

三菱商事の社内規程コンプライアンスの重要性

三菱商事は、コンプライアンスを「法令・国際ルール及び社内
規程の遵守に加え、一般的な社会規範に対しても適切に配慮し
て行動すること」と定義しています。

三菱商事における理念は「三綱領」であり、その下に、三菱商
事という企業を規律する「企業行動指針」と、役職員一人ひと
りを規律する「役職員行動規範」があり、それらの考え方の下
に各種社内規程が定められています。 

社会規範

所期奉公：Corporate Responsibility to Society

処事光明：Integrity and Fairness＝コンプライアンス
立業貿易：Global Understanding Through Business

三綱領

1. 企業活動の目的
2. 公明正大な企業活動
3. 人権・社員の尊重
4. 情報の管理・公開
5. 地球環境への配慮
6. 社会貢献活動

コンプライアンス組織・運営規程

不正な利益供与の
禁止に関する基準

企業行動指針 役職員行動規範

三菱商事全役職員はもとより、当社子会社・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意識が浸透・
徹底するよう、コンプライアンス施策の充実・強化を図っています。

コンプライアンス

法　令 社内規程

コンプライアンス体制図

社　長

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

コンプライアンス目安箱
監査部かんさ･ほっとライン
社外弁護士目安箱

コンプライアンス・オフィサー

組織（拠点・本部・部・BUなど）の長

内部通報制度

チーフ・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）

任命

報告

報告・相談

通報

報告・相談

報告・相談

任命 指揮・命令

指揮・命令

指揮・命令

報告

報告

報告

報告・相談

指揮・命令報告・相談

三菱商事

子会社･関連会社

通報

（対象:あらかじめ登録された国内子会社）

通報

通報

報告
・
相談

三菱商事グループ弁護士目安箱

グループCEO、地域統括

社　員

コンプライアンス・オフィサー

社　員

上　長

（
対
象

：

三
菱
商
事
・
国
内
外
子
会
社
か
ら
の
独
禁
法
・
贈
収
賄
規
制
の
違
反
を
受
付
）

グ
ロ
ー
バ
ル
な
内
部
通
報
制
度
（
L
U
K
S
）
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〈東アジア〉
ウランバートル
北京
広州
深圳
武漢
天津
厦門
南京
青島
上海
大連
香港
台北

マウントウェーバリー
オークランド
ソウル
光陽
浦項

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、
約1,200社の連結対象会社と協働しながらビジネスを展開しています。

●三菱商事（本店）
●統括所在拠点
●国内拠点
●海外拠点

 （プロジェクト事務所および国内の分室を除く）

札　幌

仙　台

名古屋

新　潟

富　山

静　岡

〈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
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
パラナグア
ハバナ

〈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

東　京

本　店 拠　点（所在都市名一覧）

国内（拠点数：27）
うち、分室16

海外（拠点数：192）
うち、プロジェクト事務所34

〈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
コルカタ
チェンナイ
バンガロール
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
メルボルン
シドニー
パース
ブリスベン

大　阪

高　松

広　島

福　岡

那　覇

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

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

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

（2016年9月1日現在）

〈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

セグメント別連結対象会社数
（2016年3月31日現在）

連結対象会社数
地球環境・インフラ事業 184

新産業金融事業 223

エネルギー事業 97

金属 192

機械 151

化学品 75

生活産業 255

ビジネスサービス部門 7

コーポレートスタッフ 13

現地法人　45

計 1,242社

・三菱商事単体および連結子会社従業員数：68,247名
（うち 単体従業員数：5,379名）
・連結対象会社数は、子会社が連結経理処理している関係会社
を含めた会社数を記載しています。

グローバルネットワーク
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14.306.3 07.3 08.3 09.3 10.3 11.3 12.3 13.3 16.315.3

158,521

188,925

281,707

161,590

233,034

253,316
298,301

332,187
305,210

264,730

272,565300,000

200,000

400,000

100,000

0

(名）

株式の状況

大株主の状況

株主数の推移

株主構成比（株式所有割合）

所有株式の状況（千株未満切捨て）
株主名 持株数（千株） 持株比率（%）

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 131,319 8.28
東京海上日動火災保険株式会社 74,534 4.70
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 69,200 4.36
明治安田生命保険相互会社 64,846 4.09
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（三菱重工業株式会社口・退職給付信託口） 32,276 2.03
いちごトラスト・ピーティーイー・リミテッド 29,483 1.86
野村信託銀行株式会社（退職給付信託・三菱UFJ 信託銀行口） 22,088 1.39
THE BANK OF NEW YORK MELLON SA／NV 10 20,258 1.27
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口9） 20,149 1.27
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口7） 18,956 1.19
（注） 持株比率は、三菱商事が保有している自己株式5,441,606株を除いて算出し、小数点第3位以下を切捨てて記載しています。

（単元/100株）
政府など 金融機関 金融商品取引業者 その他法人 外国法人など 個人その他 合計

2016年3月期 52 6,536,212 453,725 1,362,038 4,829,496 2,714,274 15,895,797

2011年3月期 2 6,819,371 413,464 1,354,221 5,611,341 2,768,740 16,967,139

2006年3月期 2 7,334,119 329,991 1,899,677 5,553,916 1,749,361 16,867,066

（1） 発行可能株式総数：普通株式25億株
（2） 2016年3月末現在の発行済株式総数および株主数

発行済株式総数（株） 株主数（名）

2015年3月期末現在 1,624,036,751 264,730

増減 －33,959,900 +7,835

2016年3月期末現在 1,590,076,851 272,565

43.5% 2.0% 11.3% 32.9% 10.4%

40.2% 2.4% 8.0% 33.1% 16.3%

41.1% 2.9% 8.6% 30.4% 17.1%

0.0%

0.0%

0.0%

個人その他外国法人など金融機関政府など 金融商品取引業者 その他法人

2016年
3月期

2011年
3月期

2006年
3月期

*の執行役員は代表取締役を兼務しています。

社長

垣内 威彦 *

副社長執行役員

田邊 栄一 *

コーポレート担当役員（業務、調査、
経済協力、ロジスティクス総括）
兼 アジア・大洋州統括

常務執行役員

占部 利充
ビジネスサービス部門 CEO

松井 俊一
東アジア統括 兼 三菱商事（中国）
有限公司社長

森 和之 *

国内統括 兼 関西支社長

大河 一司
機械グループ CEO

廣田 康人 *

コーポレート担当役員（広報、総務、
環境・CSR、法務、人事）
兼 チーフ・コンプライアンス・オフィサー

平野 肇
エネルギー事業グループ CEO

佐久間 浩
地球環境・インフラ事業グループ CEO

西浦 完司
金属グループ CEO

林 春樹
欧州・アフリカ統括 
兼 欧州三菱商事会社社長

水原 秀元
北米統括 兼 北米三菱商事会社社長

増 一行 *

コーポレート担当役員（CFO）

萩原 剛
化学品グループ CEO

吉田 真也
新産業金融事業グループ CEO

京谷 裕
生活産業グループ CEO

執行役員

安野 健二
船舶・宇宙航空事業本部長

山東 理二
中南米統括

高田 光進
業務部長

小柳 健一
中部支社長

下山 陽一
東アジア統括補佐 
兼 香港三菱商事会社社長

村越 晃
泰国三菱商事会社社長 
兼 泰 MC商事会社社長 
兼 泰国三菱商事会社ハジャイ事務所長 
兼 泰 MC商事会社ハジャイ事務所長 
兼 ビエンチャン駐在事務所長

榊田 雅和
インド三菱商事会社社長 
兼 アジア・大洋州統括補佐（南西アジア）

星野 啓介
三菱商事 RtMジャパン㈱出向
（代表取締役社長）

和田 浩一
天然ガス事業本部長

髙野瀬 励
関西支社副支社長

伊藤 勝弘
経営企画部長

鴨脚 光眞
リスクマネジメント部長

石川 隆次郎
新産業金融事業グループ CEO補佐

平井 康光
東アジア統括補佐 
兼 三菱商事（上海）有限公司社長 
兼 上海事務所長 
兼 三菱商事（上海）有限公司 武漢支店長

辻 昇
自動車事業本部長

田中 格知
金属資源本部長

長谷川 文則
石油事業本部長

中川 哲志
インフラ事業本部長

髙岡 英則
エネルギー事業グループ CEOオフィス
室長

坪沼 宣幸
オーストラリア三菱商事会社社長 
兼 ニュージーランド三菱商事会社社長 
兼 アジア・大洋州統括補佐（大洋州）

岡久 靖
企業投資・リース事業本部長

柳原 恒彦
北米三菱商事会社 EVP（在シリコンバ
レー） 
兼 北米三菱商事会社 機械部門担当

倉橋 政嗣
インドネシア総代表 
兼 インドネシア三菱商事会社社長 
兼 スラバヤ支店長

山﨑 和
生活流通本部長

塚本 光太郎
（株）メタルワン出向

中西 勝也
中東・中央アジア統括

西澤 淳
天然ガス事業本部副本部長

中村 達夫
三菱自動車工業（株）出向

竹内 修身
汎用化学品第二本部長

西尾 一範
リテイル本部長

（2016年3月31日現在） （2016年10月1日現在）

株主情報 執行役員　
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社名：三菱商事株式会社（証券コード：8058）
創立年月日：1954年7月1日
（設立年月日：1950年4月1日）
資本金：204,446,667,326円
発行済株式総数：1,590,076,851株
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ニ丁目3番1号
　　（登記上の住所）
　　電話：03-3210-2121（代表）
　丸の内パークビルディング
　　〒100-8086

　　東京都千代田区丸の内ニ丁目6番1号
従業員数：
　単体： 5,379名
　連結： 68,247名
独立監査法人：
　有限責任監査法人トーマツ
株主数：272,565名
上場証券取引所：
　東京、名古屋
株主名簿管理人･特別口座管理機関：
　三菱UFJ信託銀行株式会社
　〒137-8081

　東京都江東区東砂七丁目10番11号
　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

ADR：
　比率：1ADR＝2普通株
　上場市場：OTC（店頭取引）
　シンボル：MSBHY

　CUSIP番号：606769305

ADR名簿管理人：
　The Bank of New York Mellon

　101 Barclay Street,

　New York, NY 10286, U.S.A.

　電話：（201）680-6825

　フリーダイヤル（米国内）：888-269-2377

（888-BNY-ADRS）
　URL：http://www.adrbnymellon.com

連絡先：
　三菱商事株式会社 IR部
　〒100-8086

　東京都千代田区丸の内ニ丁目3番1号
　電話：03-3210-2121（代表）

ウェブサイト
最新の統合報告書、会社業績、ニュースリリースなどの情報は
投資家向けウェブサイトでご覧いただけます。
URL： http://www.mitsubishicorp.com/jp/ja/ir/（日本語）
 http://www.mitsubishicorp.com/jp/en/ir/（英語）

見通しに関する注意事項
この統合報告書に記載されている三菱商事の将来の収益計画・戦略・理念および業績見通しなどのうち、歴史的事実でないものは将来に関する
見通しです。これらは、現在入手可能な期待・見積もり・予想・計画および当社の経営者による判断に基づいています。これらの期待・見積もり・予想・計画は、
多くの潜在的リスク・不確実な要素・仮定を含んでおり、実際の業績は、これらの重要な要素の変動により、当社の見込みとは大きく異なる可能性がありま
す。従って、読者の皆様におかれましては、これらの将来予測に関する記述について全面的に依拠することは控えるようお願いします。また、当社は新しい
情報・将来の出来事あるいはその他動向に関する全ての見通しに関する注意事項を更新する責任を負うものではありません。
実際の業績に影響を与え得るリスクや不確実な要素・仮定には、上記の内容以外に、商品市況・為替レート・当社の事業領域を取り巻く世界経済情
勢・係争中および将来の訴訟の結果・調達資金や金融商品・財源の継続的な有用性などがあります。ただし、業績に影響を与え得る要素はこれらに限
定されるものではありません。

（2016年3月31日現在）

会社情報
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