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【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第４項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年２月14日 

【四半期会計期間】 平成23年度第２四半期（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

【会社名】 三菱商事株式会社 

【英訳名】 Mitsubishi Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長   小林  健 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 

【電話番号】 （03） 3210-2121 （受付案内台） 

【事務連絡者氏名】 主計部 予・決算管理チーム  川上  和義  

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 

【電話番号】 （03） 3210-2121 （受付案内台） 

【事務連絡者氏名】 主計部 予・決算管理チーム  川上  和義  

【縦覧に供する場所】 中部支社 

  （名古屋市中村区名駅一丁目１番４号） 

  関西支社 

  （大阪市北区梅田二丁目２番22号） 

    株式会社東京証券取引所 

    （東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

    株式会社大阪証券取引所 

    （大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

  株式会社名古屋証券取引所 

    （名古屋市中区栄三丁目８番20号）  



  平成23年11月14日に提出した平成23年度第２四半期（自  平成23年７月１日  至  平成23年９月30日）四半期報告

書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため、四半期報告書の訂正報告書を提出する

ものであります。  

    

第一部 企業情報 

第１ 企業の概況 

１ 主要な経営指標等の推移 

第４ 経理の状況 

１ 四半期連結財務諸表 

（２）四半期連結損益計算書 

    四半期連結財務諸表に対する注記事項 

     12. セグメント情報   

  

    訂正箇所は、＿線を付して表示しております。  

  

（訂正前） 

  

（訂正後） 

  

  

１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】

２【訂正事項】

３【訂正箇所】

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
平成23年度

第２四半期連結 
累計期間 

会計期間 

自 平成23年
４月１日 

至 平成23年 
９月30日 

収益 

（第２四半期連結会計期間） 
百万円 

2,699,889 

(1,296,550)

回次 
平成23年度

第２四半期連結 
累計期間 

会計期間 

自 平成23年
４月１日 

至 平成23年 
９月30日 

収益 

（第２四半期連結会計期間） 
百万円 

2,676,045 

(1,272,706)



  

【第２四半期連結累計期間】  

（訂正前） 

  

第４【経理の状況】

１【四半期連結財務諸表】

（２）【四半期連結損益計算書】

  （単位：百万円）

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日） 

収益     

  商品販売及び製造業等による収益 2,391,608

  売買取引に係る差損益及び手数料 308,281

  収益合計 2,699,889

   （売上高： 
 当第２四半期連結累計期間：10,009,074 百万円)     

商品販売及び製造業等による収益に係る原価 △2,111,191

売上総利益 588,698

その他の収益・費用     

販売費及び一般管理費 △418,012

貸倒引当金繰入額 △2,080

支払利息：下記受取利息差引後 
  当第２四半期連結累計期間：    18,230 百万円 △1,328

受取配当金 61,644

有価証券損益 △6,700

固定資産損益 △1,333

その他の損益－純額 38,442

              その他の収益・費用合計 △329,367

法人税等及び持分法による投資損益前利益 259,331

法人税等 △95,302

持分法による投資損益前利益 164,029

持分法による投資損益 96,378

非支配持分控除前四半期純利益 260,407

非支配持分に帰属する四半期純利益 △14,717

当社株主に帰属する四半期純利益 245,690

      

１株当たり四半期純利益： 

当社株主に帰属する四半期純利益 

基本的  円149.36

潜在株式調整後  円149.01



（訂正後）  

  （単位：百万円）

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成23年４月１日 

至 平成23年９月30日） 

収益     

  商品販売及び製造業等による収益 2,367,758

  売買取引に係る差損益及び手数料 308,287

  収益合計 2,676,045

   （売上高： 
 当第２四半期連結累計期間：10,009,074 百万円)     

商品販売及び製造業等による収益に係る原価 △2,087,347

売上総利益 588,698

その他の収益・費用     

販売費及び一般管理費 △418,012

貸倒引当金繰入額 △2,080

支払利息：下記受取利息差引後 
 当第２四半期連結累計期間：    18,230 百万円 △1,328

受取配当金 61,644

有価証券損益 △6,700

固定資産損益 △1,333

その他の損益－純額 38,442

              その他の収益・費用合計 △329,367

法人税等及び持分法による投資損益前利益 259,331

法人税等 △95,302

持分法による投資損益前利益 164,029

持分法による投資損益 96,378

非支配持分控除前四半期純利益 260,407

非支配持分に帰属する四半期純利益 △14,717

当社株主に帰属する四半期純利益 245,690

      

１株当たり四半期純利益： 

当社株主に帰属する四半期純利益 

基本的  円149.36

潜在株式調整後  円149.01



【第２四半期連結会計期間】  

（訂正前） 

  

  （単位：百万円）

  
当第２四半期連結会計期間
（自 平成23年７月１日 

至 平成23年９月30日） 

収益     

  商品販売及び製造業等による収益 1,135,900

  売買取引に係る差損益及び手数料 160,650

  収益合計 1,296,550

   （売上高： 
 当第２四半期連結会計期間： 5,163,663 百万円)     

商品販売及び製造業等による収益に係る原価 △1,001,205

売上総利益 295,345

その他の収益・費用     

販売費及び一般管理費 △209,781

貸倒引当金繰入額 △1,155

支払利息：下記受取利息差引後 
 当第２四半期連結会計期間：     9,487 百万円 △337

受取配当金 27,976

有価証券損益 △9,159

固定資産損益 △1,306

その他の損益－純額 13,773

              その他の収益・費用合計 △179,989

法人税等及び持分法による投資損益前利益 115,356

法人税等 △32,856

持分法による投資損益前利益 82,500

持分法による投資損益 54,225

非支配持分控除前四半期純利益 136,725

非支配持分に帰属する四半期純利益 △6,041

当社株主に帰属する四半期純利益 130,684

      

１株当たり四半期純利益： 

当社株主に帰属する四半期純利益 

基本的  円79.42

潜在株式調整後  円79.25  



（訂正後）  

  

  （単位：百万円）

  
当第２四半期連結会計期間
（自 平成23年７月１日 

至 平成23年９月30日） 

収益     

  商品販売及び製造業等による収益 1,112,050

  売買取引に係る差損益及び手数料 160,656

  収益合計 1,272,706

   （売上高： 
 当第２四半期連結会計期間： 5,163,663 百万円)     

商品販売及び製造業等による収益に係る原価 △977,361

売上総利益 295,345

その他の収益・費用     

販売費及び一般管理費 △209,781

貸倒引当金繰入額 △1,155

支払利息：下記受取利息差引後 
  当第２四半期連結会計期間：     9,487 百万円 △337

受取配当金 27,976

有価証券損益 △9,159

固定資産損益 △1,306

その他の損益－純額 13,773

              その他の収益・費用合計 △179,989

法人税等及び持分法による投資損益前利益 115,356

法人税等 △32,856

持分法による投資損益前利益 82,500

持分法による投資損益 54,225

非支配持分控除前四半期純利益 136,725

非支配持分に帰属する四半期純利益 △6,041

当社株主に帰属する四半期純利益 130,684

      

１株当たり四半期純利益： 

当社株主に帰属する四半期純利益 

基本的  円79.42

潜在株式調整後  円79.25  



四半期連結財務諸表に対する注記事項  

  

12.セグメント情報             

【オペレーティング・セグメント情報】 

  

（訂正前） 

 当第２四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日)                        (単位：百万円) 

  

  

当第２四半期連結会計期間 (自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日)                        (単位：百万円) 

  

  新産業金融 
事業 

エネルギー 
 事業 金属 機械 化学品 生活産業 合計 その他 調整・消去 連結金額

 収益  48,234 626,337 472,704 286,011 508,105 739,614 2,681,005  19,971 △1,087 2,699,889

 売上総利益  22,815  33,569 162,481 88,118 42,849 228,650  578,482  11,303 △1,087 588,698

 持分法による投資損益  3,374  36,424 16,033 15,211 10,423 11,624  93,089  3,901 △612 96,378

 当社株主に帰属する四半期純利益   4,030  65,386 109,698 29,400 17,911 22,516  248,941  △4,426 1,175 245,690

 総資産  808,335  1,334,536 2,893,615 1,765,328 720,080 2,238,389  9,760,283  2,347,034 △811,718 11,295,599

 関連会社に対する投資  146,721  247,485 227,275 164,639 109,634 341,511  1,237,265  110,974 △748 1,347,491

                      
 売上高                     

  (1)外部顧客に対する売上高  79,795  2,204,409 2,227,879 1,593,771 1,130,990 2,714,122  9,950,966  59,814 △1,706 10,009,074

  (2)セグメント間の内部売上高  10,123  6,965 1,183 7,563 4,250 4,002  34,086  15,681 △49,767 －

合計   89,918  2,211,374 2,229,062 1,601,334 1,135,240 2,718,124  9,985,052  75,495 △51,473 10,009,074

  新産業金融 
事業 

エネルギー 
 事業 金属 機械 化学品 生活産業 合計 その他 調整・消去 連結金額

 収益  23,864 267,163 247,137 144,271 254,502 350,315 1,287,252  10,171 △873 1,296,550

 売上総利益  11,845  17,576 78,498 45,619 18,765 117,971  290,274  5,944 △873 295,345

 持分法による投資損益  2,425  17,011 9,857 9,281 5,061 8,514  52,149  2,336 △260 54,225

 当社株主に帰属する四半期純利益   3,397  35,256 51,982 15,222 6,393 11,838  124,088  3,400 3,196 130,684

                      
 売上高                     

  (1)外部顧客に対する売上高  40,932  1,104,652 1,152,292 893,245 562,863 1,382,858  5,136,842  27,720 △899 5,163,663

  (2)セグメント間の内部売上高  5,066  3,611 543 436 2,294 1,839  13,789  8,333 △22,122 －

合計   45,998  1,108,263 1,152,835 893,681 565,157 1,384,697  5,150,631  36,053 △23,021 5,163,663



（訂正後）  

当第２四半期連結累計期間 (自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日)                        (単位：百万円) 

   

  

当第２四半期連結会計期間 (自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日)                        (単位：百万円) 

  

  新産業金融 
事業 

エネルギー 
 事業 金属 機械 化学品 生活産業 合計 その他 調整・消去 連結金額

 収益  48,234 625,352 449,845 286,011 508,105 739,614 2,657,161  19,971 △1,087 2,676,045

 売上総利益  22,815  33,569 162,481 88,118 42,849 228,650  578,482  11,303 △1,087 588,698

 持分法による投資損益  3,374  36,424 16,033 15,211 10,423 11,624  93,089  3,901 △612 96,378

 当社株主に帰属する四半期純利益   4,030  65,386 109,698 29,400 17,911 22,516  248,941  △4,426 1,175 245,690

 総資産  808,335  1,334,536 2,893,615 1,765,328 720,080 2,238,389  9,760,283  2,347,034 △811,718 11,295,599

 関連会社に対する投資  146,721  247,485 227,275 164,639 109,634 341,511  1,237,265  110,974 △748 1,347,491

                      
 売上高                     

  (1)外部顧客に対する売上高  79,795  2,204,409 2,227,879 1,593,771 1,130,990 2,714,122  9,950,966  59,814 △1,706 10,009,074

  (2)セグメント間の内部売上高  10,123  6,965 1,183 7,563 4,250 4,002  34,086  15,681 △49,767 －

合計   89,918  2,211,374 2,229,062 1,601,334 1,135,240 2,718,124  9,985,052  75,495 △51,473 10,009,074

  新産業金融 
事業 

エネルギー 
 事業 金属 機械 化学品 生活産業 合計 その他 調整・消去 連結金額

 収益  23,864 266,178 224,278 144,271 254,502 350,315 1,263,408  10,171 △873 1,272,706

 売上総利益  11,845  17,576 78,498 45,619 18,765 117,971  290,274  5,944 △873 295,345

 持分法による投資損益  2,425  17,011 9,857 9,281 5,061 8,514  52,149  2,336 △260 54,225

 当社株主に帰属する四半期純利益   3,397  35,256 51,982 15,222 6,393 11,838  124,088  3,400 3,196 130,684

                      
 売上高                     

  (1)外部顧客に対する売上高  40,932  1,104,652 1,152,292 893,245 562,863 1,382,858  5,136,842  27,720 △899 5,163,663

  (2)セグメント間の内部売上高  5,066  3,611 543 436 2,294 1,839  13,789  8,333 △22,122 －

合計   45,998  1,108,263 1,152,835 893,681 565,157 1,384,697  5,150,631  36,053 △23,021 5,163,663



  

  

【表紙】

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成24年２月14日 

【会社名】 三菱商事株式会社 

【英訳名】 Mitsubishi Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役 社長  小林 健 

【最高財務責任者の役職氏名】 代表取締役 副社長執行役員  上田 良一 

【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 

【縦覧に供する場所】 中部支社 

（名古屋市中村区名駅一丁目１番４号） 

  関西支社 

（大阪市北区梅田二丁目２番22号） 

  株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

  株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

  株式会社名古屋証券取引所 

（名古屋市中区栄三丁目８番20号） 



 当社代表取締役社長 小林健及び当社最高財務責任者 上田良一は、当社の平成23年度第２四半期（自平成23年７月

１日 至平成23年９月30日）の四半期報告書の訂正報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されて

いることを確認しました。 

  

 特記すべき事項はありません。 

  

１【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２【特記事項】


