
連結財務諸表

連結財政状態計算書
三菱重工業（株）および連結子会社
3月31日に終了した各会計年度

単位： 百万円 単位： 千米ドル

資産 2019年度 2018年度 2019年度

　流動資産

　　現金及び現金同等物  ¥  281,626  ¥   283,235  $ 2,587,760 

　　営業債権及びその他の債権  611,976  717,414  5,623,228 

　　その他の金融資産  28,539  25,180  262,234 

　　契約資産  576,061  625,749  5,293,218 

　　棚卸資産  726,228  739,820  6,673,049 

　　南アフリカプロジェクトに係る補償資産  407,800  546,098  3,747,128 

　　その他の流動資産  206,261  222,390  1,895,258 

　　　流動資産合計  2,838,493  3,159,890  26,081,898 

　非流動資産

　　有形固定資産  792,920  777,228  7,285,858 

　　のれん  124,500  121,117  1,143,986 

　　無形資産  78,908  113,131  725,057 

　　使用権資産  96,201  90,335  883,956 

　　持分法で会計処理される投資  177,569  209,929  1,631,618 

　　その他の金融資産  391,538  447,888  3,597,702 

　　繰延税金資産  382,729  133,511  3,516,760 

　　その他の非流動資産  102,827  187,320  944,840 

　　　非流動資産合計  2,147,196  2,080,463  19,729,817 

資産合計  ¥4,985,690  ¥5,240,353  $45,811,724 

イントロダクション 社会課題解決を通じた持続的成長
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単位： 百万円 単位： 千米ドル

負債及び資本 2019年度 2018年度 2019年度

　流動負債

　　社債、借入金及びその他の金融負債  ¥  769,099  ¥      459,548  $ 7,066,976 

　　営業債務及びその他の債務  824,030  862,174  7,571,717 

　　未払法人所得税  28,994  27,024  266,415 

　　契約負債  835,465  875,294  7,676,789 

　　引当金  199,496  215,475  1,833,097 

　　その他の流動負債  151,657  157,273  1,393,522 

　　　流動負債合計  2,808,742  2,596,790  25,808,527 

　非流動負債

　　社債、借入金及びその他の金融負債  601,770  637,204  5,529,449 

　　繰延税金負債  7,318  4,012  67,242 

　　退職給付に係る負債  145,890  154,105  1,340,531 

　　引当金  58,173  47,583  534,530 

　　その他の非流動負債  73,718  71,964  677,368 

　　　非流動負債合計  886,871  914,870  8,149,140 

　負債合計  3,695,614  3,511,660  33,957,677 

　資本

　　資本金  265,608  265,608  2,440,577 

　　資本剰余金  49,667  185,302  456,372 

　　自己株式  (5,374)  (5,572)  (49,379) 

　　利益剰余金  886,307  869,238  8,143,958 

　　その他の資本の構成要素  22,133  96,987  203,372 

　　　親会社の所有者に帰属する持分合計  1,218,343  1,411,564  11,194,918 

　　非支配持分  71,732  317,128  659,119 

　資本合計  1,290,076  1,728,693  11,854,047 

負債及び資本合計  ¥4,985,690  ¥5,240,353  $45,811,724 

経営資源のさらなる強化 コーポレート・ガバナンス リスクマネジメント パフォーマンスデータ
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連結損益計算書
三菱重工業（株）および連結子会社
3月31日に終了した各会計年度

単位： 百万円 単位： 千米ドル

2019年度 2018年度 2019年度

売上収益  ¥4,041,376  ¥4,078,344  $37,134,760 

売上原価  3,331,339  3,309,351  30,610,484 

　売上総利益  710,036  768,992  6,524,267 

販売費及び一般管理費  583,874  538,210  5,365,009 

持分法による投資損益  12,898  10,937  118,515 

その他の収益  67,751  64,472  622,539 

その他の費用  236,350  105,621  2,171,735 

　事業利益（括弧内は損失）  (29,538)  200,570  (271,414) 

金融収益  11,616  7,650  106,735 

金融費用  14,738  13,161  135,422 

　税引前利益（括弧内は損失）  (32,660)  195,059  (300,101) 

法人所得税費用  (139,945)  57,671  (1,285,904) 

　当期利益  107,284  137,388  985,794 

当期利益の帰属：

　親会社の所有者  87,123  110,271  800,542 

　非支配持分  20,161  27,117  185,252 

単位：円 単位：米ドル

1株当たり当期利益（親会社の所有者に帰属） 2019年度 2018年度 2019年度

　基本的1株当たり当期利益  ¥259.39  ¥328.52  $2.383 

　希薄化後1株当たり当期利益  259.06  327.97  2.380 

※ その他の収益には受取配当金が含まれます。2018年度と2019年度における受取配当金の金額はそれぞれ、11,647百万円、12,096百万円です。

イントロダクション 社会課題解決を通じた持続的成長
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連結包括利益計算書
三菱重工業（株）および連結子会社
3月31日に終了した各会計年度

単位： 百万円 単位： 千米ドル

2019年度 2018年度 2019年度

当期利益  ¥  107,284  ¥137,388  $  985,794 

その他の包括利益

　純損益に振り替えられることのない項目

　　FV TOCIの金融資産の公正価値変動額  (50,873)  (12,753)  (467,453) 

　　確定給付制度の再測定  (23,201)  (6,996)  (213,185) 

　　持分法適用会社におけるその他の包括利益  (24)  (178)  (220) 

　純損益に振り替えられることのない項目合  (74,098)  (19,928)  (680,860) 

　純損益に振り替えられる可能性のある項目

　　キャッシュ・フロー・ヘッジ  (1,713)  (893)  (15,740) 

　　ヘッジコスト  (639)  (242)  (5,871) 

　　在外営業活動体の換算差額  (25,106)  4,724  (230,690) 

　　持分法適用会社におけるその他の包括利益  941  (8,828)  8,646 

　純損益に振り替えられる可能性のある項目合計  (26,517)  (5,239)  (243,655) 

その他の包括利益（税引後） (100,616)  (25,167)  (924,524) 

当期包括利益  ¥6,668  ¥112,220  $   61,269 

当期包括利益の帰属：

　親会社の所有者  ¥  (8,201)  ¥ 85,577  $ (75,356) 

　非支配持分  14,869  26,642  136,625 

経営資源のさらなる強化 コーポレート・ガバナンス リスクマネジメント パフォーマンスデータ
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連結持分変動計算書
三菱重工業（株）および連結子会社
3月31日に終了した各会計年度

単位： 百万円

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の 
資本の 
構成要素

合計

2018年4月1日残高  ¥265,608 ¥ 185,937  ¥(4,081)  ¥830,057  ¥118,015  ¥1,395,537  ¥   298,327  ¥1,693,865 
　会計方針の変更  ¥ (28,219)  ¥(47)  ¥(28,266)  ¥     (865)  ¥      (29,131) 
修正再表示後残高  ¥265,608 ¥ 185,937  ¥(4,081)  ¥801,838  ¥117,968  ¥1,367,271  ¥   297,462  ¥1,664,733 
　当期利益  110,271  110,271  27,117  137,388 
　その他の包括利益  (24,693)  (24,693)  (474)  (25,167) 
当期包括利益合計  110,271  (24,693)  85,577  26,642  112,220 
利益剰余金への振替  (3,712)  3,712 — —
　自己株式の取得  (2,116)  (2,116)  (2,116) 
　自己株式の処分  22  1  24  24 
　配当金  (41,974)  (41,974)  (6,348)  (48,323) 
　非支配持分に付与されたプット・オプション  689  689  548  1,238 
　非支配持分との取引等  33  33  (60)  (27) 
　その他  (1,381)  623  2,816  2,059  (1,115)  943 
所有者との取引額合計 —  (635)  (1,491)  (39,157) —  (41,284)  (6,976)  (48,261) 
2019年3月31日残高  ¥265,608  ¥ 185,302  ¥(5,572)  ¥869,238  ¥ 96,987  ¥1,411,564  ¥   317,128  ¥1,728,693 
　当期利益  87,123  87,123  20,161  107,284 
　その他の包括利益  (95,324)  (95,324)  (5,291)  (100,616) 
当期包括利益合計  87,123  (95,324)  (8,201)  14,869  6,668 
利益剰余金への振替  (22,287)  22,287 — —
　自己株式の取得   (14)  (14)  (14) 
　自己株式の処分  57  467  524  524 
　配当金  (47,016)  (47,016)  (5,866)  (52,883) 
　非支配持分に付与されたプット・オプション  11,214  11,214  8,912  20,127 
　非支配持分との取引等  (146,568)  (1,816)  (148,385)  (259,449)  (407,835) 
　その他  (337)  (253)  (750)  (1,341)  (3,862)  (5,204) 
所有者との取引額合計 — (135,634)  198  (47,766)  (1,816)  (185,019) (260,265)  (445,285) 
2020年3月31日残高  ¥265,608 ¥   49,667  ¥(5,374)  ¥886,307  ¥ 22,133  ¥1,218,343  ¥  71,732  ¥1,290,076 

単位： 千米ドル

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 資本合計
資本金 資本剰余金 自己株式 利益剰余金

その他の 
資本の 
構成要素

合計

2019年3月31日残高  $2,440,577  $ 1,702,673  $(51,199)  $7,987,117  $ 891,178  $12,970,357  $  2,913,975  $15,884,342 
　当期利益 800,542 800,542 185,252 985,794 
　その他の包括利益 (875,898) (875,898) (48,617) (924,524) 
当期包括利益合計 800,542 $(875,898) (75,356) 136,625 61,269 
利益剰余金への振替 (204,787) 204,787 — —
　自己株式の取得 (128) (128) (128) 
　自己株式の処分 523 4,291 4,814 4,814 
　配当金 (432,013) (432,013) (53,900) (485,922) 
　非支配持分に付与されたプット・オプション 103,041 103,041 81,889 184,939 
　非支配持分との取引等 $(1,346,761) (16,686) (1,363,456) (2,383,984) (3,747,450) 
　その他 (3,096) (2,324) (6,891) (12,321) (35,486) (47,817) 
所有者との取引額合計 — (1,246,292) 1,819 (438,904) (16,686) (1,700,073) (2,391,482) (4,091,564) 
2020年3月31日残高  $2,440,577  $   456,372  $(49,379)  $8,143,958  $ 203,372  $11,194,918 $   659,119  $11,854,047 

イントロダクション 社会課題解決を通じた持続的成長
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連結キャッシュ・フロー計算書
三菱重工業（株）および連結子会社
3月31日に終了した各会計年度

単位： 百万円 単位： 千米ドル

2019年度 2018年度 2019年度
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税引前利益（括弧内は損失）  ¥ (32,660)  ¥ 195,059  $  (300,101) 
　減価償却費、償却費及び減損損失  323,967  202,789  2,976,817 
　金融収益及び金融費用  2,324  7,234  21,354 
　持分法による投資損益（括弧内は益）  (12,898)  (10,937)  (118,515) 
　有形固定資産及び無形資産売却損益（括弧内は益）  (978)  (41,218)  (8,986) 
　有形固定資産及び無形資産除却損  7,842  6,519  72,057 
　営業債権の増減額（括弧内は増加）  65,082  34,863  598,015 
　契約資産の増減額（括弧内は増加）  46,447  115,185  426,784 
　棚卸資産及び前渡金の増減額（括弧内は増加）  39,162  17,229  359,845 
　営業債務の増減額（括弧内は減少）  (27,859)  51,014  (255,986) 
　契約負債の増減額（括弧内は減少）  (34,185)  (33,589)  (314,113) 
　引当金の増減額（括弧内は減少）  (12,559)  45,522  (115,400) 
　退職給付に係る負債の増減額（括弧内は減少）  (126)  2,162  (1,157) 
　南アフリカプロジェクトに係る補償資産の増減額（括弧内は増加）  131,777  (110,615)  1,210,851 
　その他  8,715  (15,464)  80,079 
　　小計  504,051  465,759  4,631,544 
　利息の受取額  7,218  5,149  66,323 
　配当金の受取額  14,903  15,232  136,938 
　利息の支払額  (10,444)  (8,074)  (95,966) 
　法人所得税の支払額  (63,164)  (57,718)  (580,391) 
　営業活動によるキャッシュ・フロー  452,564  420,349  4,158,448 
投資活動によるキャッシュ・フロー
　有形固定資産及び無形資産の取得による支出  (246,291)  (224,263) (2,263,080) 
　有形固定資産及び無形資産の売却による収入  31,133  43,509  286,070 
　投資（持分法で会計処理される投資を含む）の取得による支出  (13,924)  (8,547)  (127,942) 
　投資（持分法で会計処理される投資を含む）の売却及び償還による収入  23,981  26,975  220,352 
　子会社の取得による支出  (28,733) —  (264,017) 
　子会社の売却による収入  1,652 —  15,179 
　短期貸付金の純増減額（括弧内は増加）  201  (417)  1,846 
　長期貸付けによる支出  (807)  (2,669)  (7,415) 
　長期貸付金の回収による収入  237  1,165  2,177 
　その他  (7,015)  2,377  (64,458) 
　投資活動によるキャッシュ・フロー  (239,566)  (161,869)  (2,201,286) 
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金等の純増減額（括弧内は減少）  (19,800)  (60,613)  (181,935) 
　長期借入れによる収入  65,341  7,039  600,395 
　長期借入金の返済による支出  (45,506)  (68,439)  (418,138) 
　社債の償還による支出  (65,000)  (30,000)  (597,261) 
　非支配持分からの払込による収入  19  1,749  174 
　非支配持分からの子会社持分取得による支出  (13,908) —  (127,795) 
　親会社の所有者への配当金の支払額  (46,933)  (41,888)  (431,250) 
　非支配持分への配当金の支払額  (5,837)  (7,781)  (53,634) 
　債権流動化による収入  145,264  169,271  1,334,779 
　債権流動化の返済による支出 (192,502)  (218,519)  (1,768,832) 
　リース負債の返済による支出  (23,256)  (17,135)  (213,691) 
　その他  (2,332)  (4,684)  (21,427) 
　財務活動によるキャッシュ・フロー  (204,452)  (271,002)  (1,878,636) 
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額  (10,153)  (3,478)  (93,292) 
現金及び現金同等物の増減額（括弧内は減少）  (1,608)  (16,001)  (14,775) 

現金及び現金同等物の期首残高  283,235  299,237  2,602,545 
現金及び現金同等物の期末残高  ¥ 281,626  ¥ 283,235  $ 2,587,760 

経営資源のさらなる強化 コーポレート・ガバナンス リスクマネジメント パフォーマンスデータ
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