第 87 回 定 時 株 主 総 会
ウェブサイト掲載事項

平成 23 年度

平成 23 年４月１日から
平成 24 年３月 31 日まで

①連結計算書類の連結注記表
②計算書類の個別注記表

法令及び当社定款第 16 条に基づき、当社ウェブサイト
（http://www.mhi.co.jp/finance/stock/meeting/index.html）
に掲載することにより、株主の皆様に提供しているものであります。
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連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
1. 連結の範囲に関する事項
(1)連結子会社の数

236 社

主要な連結子会社は、「事業報告」の「企業集団の現況に関する事項 10.重要な子会社
の状況」に記載のとおり。
当連結会計年度から、新規設立により 10 社を連結の範囲に含め、連結決算の開示内容
の充実の観点より１社を持分法非適用の非連結子会社から連結子会社に変更している。
また、合併による解散に伴い５社を、清算により４社を連結の範囲から除外している。
(2)主要な非連結子会社の名称等
菱陽エンジニアリング株式会社ほか計８社
（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、それら全体の資産、売上高及び利益の規模等からみて、連結計算書類
に重要な影響を及ぼさないので連結の範囲から除外している。
2. 持分法の適用に関する事項
(1)持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の名称等
持分法を適用した非連結子会社
菱陽エンジニアリング株式会社ほか計３社
持分法を適用した関連会社
三菱自動車工業株式会社ほか計 35 社
当連結会計年度から、新規設立により１社を持分法適用関連会社としている。また、株
式売却により１社を持分法適用関連会社から除外している。
(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等
持分法を適用しない非連結子会社
株式会社ダイヤキコウほか計５社
持分法を適用しない関連会社
株式会社アサテックほか計 38 社
（持分法を適用しない理由）
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、持分法の適用による投資勘定の増減
額が連結計算書類に及ぼす影響が僅少であるので持分法を適用していない。
3.資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
その他有価証券
時価のあるもの･･･決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入
法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの･･･移動平均法による原価法
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(2)たな卸資産
商品及び製品･･･････主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法)
仕掛品･････････････主として個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に
基づく簿価切下げの方法)
原材料及び貯蔵品･･･主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法)
4. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備を除く)は主として定額法、建物以外は主として定率法
(2)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年
３月 31 日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっている。
5. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については主として貸倒実績率によ
り計上し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見
込額を計上している。
(2)製品保証引当金
工事引渡後の製品保証費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に将来の製品保証費
用を見積り、計上している。
(3)受注工事損失引当金
受注工事の損失に備えるため、未引渡工事のうち当連結会計年度末で損失が確実視さ
れ、かつ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、翌連結会計年度以降
に発生が見込まれる損失を引当計上している。
なお、受注工事損失引当金の計上対象案件のうち、当連結会計年度末の仕掛品残高が当
連結会計年度末の未引渡工事の契約残高を既に上回っている工事については、その上回
った金額は仕掛品の評価損として計上しており、受注工事損失引当金には含めていな
い。
(4)係争関連損失引当金
係争案件の損害賠償等の支出に備えるため、損害賠償等の見積額を計上している。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産
(退職給付信託を含む)の見込額に基づき計上している。
過去勤務債務は、一括費用処理又はその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数による定額法により費用処理することとしている。
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内
の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費
用処理することとしている。
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(6)PCB 廃棄物処理費用引当金
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理費用の支出に備えるため、処理費用及び収集運
搬費用の見積額を計上している。
（会計上の見積りの変更）
当連結会計年度において、従来引当計上していた PCB 廃棄物に加え、微量 PCB 廃棄物に
ついても合理的な見積りが可能となったことから、微量 PCB 廃棄物の無害化処理に係る
処理費用及び収集運搬費用の見積額を「PCB 廃棄物処理費用」として特別損失に計上し
ている。
これにより、従来の方法と比べて、税金等調整前当期純利益が 4,098 百万円減少してい
る。
6. その他連結計算書類の作成のための重要な事項
(1)収益及び費用の計上基準
当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については
工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を適用し、その他の工事について
は、工事完成基準を適用している。
(2)消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
7. 追加情報
(1)会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用
当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計
上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号(平成 21 年 12 月４
日企業会計基準委員会))及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指
針」(企業会計基準適用指針第 24 号(平成 21 年 12 月４日企業会計基準委員会))を適用
している。
(2)法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正
する法律」(平成 23 年法律第 114 号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実
施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 117 号）が平成
23 年 12 月２日に公布され、平成 24 年４月１日以後に開始する連結会計年度から法人税
率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることになった。これに伴い、平成 24
年４月１日から開始する連結会計年度以降において解消が見込まれる一時差異につい
ては、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を変更している。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 9,665 百万円
減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が 11,352 百万円、その他有価証
券評価差額金額が 1,686 百万円、それぞれ増加している。
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連結貸借対照表に関する注記
1. 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1)担保に供している資産
有形固定資産
受取手形及び売掛金
その他
計
(2)担保に係る債務
長期借入金
短期借入金
計

9,566 百万円
1,198 百万円
363 百万円
11,127 百万円
3,985 百万円
1,084 百万円
5,070 百万円

2. 減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額

1,754,645 百万円

3. 保証債務及び手形遡求債務
(1)保証債務
連結会社以外の会社の金融機関からの借入金等に対する保証債務
社員（住宅資金等借入）
L&T-MHI Turbine Generators Private Ltd.
その他
計
(2)手形遡求債務
受取手形裏書譲渡高

33,816 百万円
7,058 百万円
21,159 百万円
62,034 百万円
164 百万円

連結損益計算書に関する注記
事業構造改善費用
事業構造改善費用の主な内容は、事業再編関連費用である。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
1. 発行済株式の種類及び数
普通株式
3,373,647,813 株
2. 配当に関する事項
(1)配当金支払額
決議

株式の種類

配当金の総額

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

普通株式

6,710 百万円

2円

平成23年３月31日

平成23年６月24日

普通株式

10,065 百万円

3円

平成23年９月30日

平成23年12月５日

平成23年６月23日
定時株主総会
平成23年10月31日
取締役会

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となる
もの
決議
平成24年６月21日
定時株主総会

株式の
種類

配当金の総額

配当の原資

普通株式 10,065 百万円 利益剰余金

１株当たり
配当額

基準日

効力発生日

3円

平成24年３月31日

平成24年６月22日

平成 24 年６月 21 日開催の定時株主総会において、上記のとおり決議を予定している。

3. 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式
5,476,000 株

金融商品に関する注記
1. 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、運転資金、設備資金についてはまず営業キャッシュ・フローで獲得し
た資金を投入し、不足分について必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達してい
る。また、資金運用については、短期的な預金等に限定している。
受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、取引先ごとの期日管理及び残高管理を
定期的に行いリスク低減を図っている。また、外貨建営業債権に係る為替の変動リスク
に対しては、必要に応じて先物為替予約等を利用してヘッジしている。
有価証券及び投資有価証券は主に株式であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把
握している。
短期借入金は運転資金、長期借入金及び社債は運転資金及び設備資金に係る資金調達で
あり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利
息の固定化を実施している。
なお、デリバティブ取引は内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしている。
2. 金融商品の時価等に関する事項
平成 24 年３月 31 日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、
次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表
には含めていない。((注２)参照）
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（単位：百万円）

(1) 現金及び預金
(2) 受取手形及び売掛金
(3) 有価証券及び投資有価証券
(4) 支払手形及び買掛金
(5) 短期借入金
(6) 社債
(7) 長期借入金
(8) デリバティブ取引 (*)
・ヘッジ会計が適用されていないもの
・ヘッジ会計が適用されているもの

連結貸借対照表
計上額 (*)
262,287
968,064
157,553
(651,101)
(152,344)
(319,900)
(684,902)
(1,121)
(311)

時価 (*)
262,287
968,064
222,836
(651,101)
(152,344)
(330,120)
(707,013)
(1,121)
(311)

差額
─
─
65,283
─
─
(10,220)
(22,110)
─
─

(*) 負債に計上されているものについては、( )で示している。また、デリバティブ取引によって生じた正味
の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示している。
(注１) 金融商品の時価の算定方法
(1) 現金及び預金
預金は全て短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(2) 受取手形及び売掛金
これらはその大部分が短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいとみなして、当該帳簿価額
によっている。
(3) 有価証券及び投資有価証券
これらの時価については、市場価格によっている。
(4) 支払手形及び買掛金、(5) 短期借入金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
(6) 社債
社債の時価については、市場価格によっている。
(7) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額(*)を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割
り引いて算定する方法によっている。
(*) 金利スワップの特例処理の対象とされた長期借入金（下記(8)参照）については、その金利スワップ
のレートによる元利金の合計額
(8) デリバティブ取引
為替予約取引の時価については、先物為替相場によっている。なお、ヘッジ会計が適用されているものの
うち為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている受取手形及び売掛金、並びに支払手形及
び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該受取手形及び売掛金、並びに支払手形及び
買掛金の時価に含めて記載している。（上記(2)(4)参照）
金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている
ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。（上記(7)参照）
(注２) 非上場株式（連結貸借対照表計上額 151,503 百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー
を見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投
資有価証券」には含めていない。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益

374 円 08 銭
7 円 31 銭
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重要な後発事象に関する注記
当社は、平成 24 年４月２日、当社の持分法適用関連会社であるキャタピラージャパン株式
会社に対し、平成 23 年 11 月７日付で締結した契約に基づき、当社が保有する全ての同社株
式を売却している。
(1) 売却する相手先会社及び当該関連会社の名称：
キャタピラージャパン株式会社
(2) 売却日： 平成 24 年４月２日
(3) 当該関連会社の事業内容：
油圧ショベル、ホイールローダー、ブルドーザー等の製造、販売
(4) 当社との取引内容： 当社製品の仕入
(5) 売却する株式の数： 115,500 株
(6) 売却価額： 36,543 百万円
(7) 売却損益：
6,267 百万円
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重要な会計方針
1. 資産の評価基準及び評価方法
(1)有価証券
関係会社株式(子会社株式及び関連会社株式)･･･移動平均法による原価法
その他有価証券
時価のあるもの･･････決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
時価のないもの･･････移動平均法による原価法
(2)たな卸資産
商品及び製品･･････････移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法)
仕掛品････････････････個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく
簿価切下げの方法)
原材料及び貯蔵品･･････移動平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基
づく簿価切下げの方法)、ただし一部新造船建造用の規格鋼材
については個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の
低下に基づく簿価切下げの方法)、また一部の事業本部分につ
いては総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低
下に基づく簿価切下げの方法)
2. 固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産(リース資産を除く)
建物(建物附属設備を除く)は定額法、建物以外は定率法
(2)リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年
３月 31 日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっている。
3. 引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
金銭債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により計上
し、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を
計上している。
(2)製品保証引当金
工事引渡後の製品保証費用の支出に備えるため、過去の実績を基礎に将来の製品保証費
用を見積り、計上している。
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(3)受注工事損失引当金
受注工事の損失に備えるため、未引渡工事のうち当事業年度末で損失が確実視され、か
つ、その金額を合理的に見積ることができる工事について、翌事業年度以降に発生が見
込まれる損失を引当計上している。
なお、受注工事損失引当金の計上対象案件のうち、当事業年度末の仕掛品残高が当事業
年度末の未引渡工事の契約残高を既に上回っている工事については、その上回った金額
は仕掛品の評価損として計上しており、受注工事損失引当金には含めていない。
(4)係争関連損失引当金
係争案件の損害賠償等の支出に備えるため、損害賠償等の見積額を計上している。
(5)退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産(退
職給付信託を含む)の見込額に基づき計上している。
過去勤務債務は一括費用処理することとしており、数理計算上の差異は、各事業年度の
発生時における従業員の平均残存勤務年数による定額法により按分した額を、それぞれ
発生の翌事業年度から費用処理することとしている。
(6)PCB 廃棄物処理費用引当金
PCB(ポリ塩化ビフェニル)廃棄物の処理費用の支出に備えるため、処理費用及び収集運
搬費用の見積額を計上している。
（会計上の見積りの変更）
当事業年度において、従来引当計上していた PCB 廃棄物に加え、微量 PCB 廃棄物につい
ても合理的な見積りが可能となったことから、微量 PCB 廃棄物の無害化処理に係る処理
費用及び収集運搬費用の見積額を「PCB 廃棄物処理費用」として特別損失に計上してい
る。
これにより、従来の方法と比べて、税引前当期純利益が 4,098 百万円減少している。
4. 収益及び費用の計上基準
当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進
行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の工事については工事完成基準を
適用している。
5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
6. 追加情報
(1)会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用
当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正から、「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第 24 号(平成 21 年 12 月４日企
業会計基準委員会))及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」
(企業会計基準適用指針第 24 号(平成 21 年 12 月４日企業会計基準委員会))を適用して
いる。
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(2)法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正
する法律」(平成 23 年法律第 114 号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実
施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成 23 年法律第 117 号）が平成
23 年 12 月２日に公布され、平成 24 年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率
の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることになった。これに伴い、平成 24 年
４月１日から開始する事業年度以降において解消が見込まれる一時差異については、繰
延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率を変更している。
その結果、繰延税金資産の金額（繰延税金負債の金額を控除した金額）が 7,759 百万円
減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額が 9,160 百万円、その他有価証券評価
差額金額が 1,401 百万円、それぞれ増加している。

貸借対照表に関する注記
1. 減価償却累計額
有形固定資産の減価償却累計額

1,504,681 百万円

2. 保証債務
金融機関借入金等に対する保証債務
社員（住宅資金等借入）
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe B.V.
L&T-MHI Turbine Generators Private Ltd.
三菱重工印刷紙工機械株式会社
その他
計
3. 関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権
長期金銭債権
短期金銭債務
長期金銭債務

32,990 百万円
15,289 百万円
7,058 百万円
5,117 百万円
36,398 百万円
96,854 百万円
273,660 百万円
50,952 百万円
127,222 百万円
21,741 百万円

損益計算書に関する注記
1. 関係会社との取引高
売上高
仕入高
営業取引以外の取引高

430,820 百万円
343,935 百万円
11,347 百万円

2. 事業構造改善費用
事業構造改善費用の主な内容は、事業再編関連費用である。

株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の種類及び数
普通株式
18,449,358 株
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因は退職給付引当金であり、繰延税金負債の発生の主な原因は
退職給付信託設定益である。

１株当たり情報に関する注記
１株当たり純資産額
１株当たり当期純利益

333 円 87 銭
3 円 85 銭

重要な後発事象に関する注記
当社は、平成 24 年４月２日、当社の関連会社であるキャタピラージャパン株式会社に対し、
平成 23 年 11 月７日付で締結した契約に基づき、当社が保有する全ての同社株式を売却して
いる。
(1) 売却する相手先会社及び当該関連会社の名称：
キャタピラージャパン株式会社
(2) 売却日： 平成 24 年４月２日
(3) 当該関連会社の事業内容：
油圧ショベル、ホイールローダー、ブルドーザー等の製造、販売
(4) 当社との取引内容： 当社製品の仕入
(5) 売却する株式の数： 115,500 株
(6) 売却価額： 36,543 百万円
(7) 売却損益： 30,768 百万円
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