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2020年６月４日

定時株主総会招集ご通知に際しての
イ ン タ ー ネ ッ ト 開 示 事 項

■事業報告
・会社の新株予約権等に関する事項
・会計監査人の状況
・業務の適正を確保するための体制

■連結計算書類
・連結株主資本等変動計算書
・連結注記表

■計算書類
・株主資本等変動計算書
・個別注記表

（2019年４月１日から2020年３月31日まで）

上記の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の
当社ウェブサイト（https://www.mol.co.jp/ir/stock/gms/index.html）に掲載すること
により株主の皆様に提供しております。

表紙
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事業報告の会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日に当社役員が保有する新株予約権等の内容の概要

発 行 日 2010年８月16日 2011年８月９日 2012年８月13日 2013年８月16日 2014年８月18日

保 有 人 数 5名 5名 2名 5名 4名

当社取締役（社外取締役を除く） 5名 5名 2名 5名 4名

当 社 社 外 取 締 役 0名 0名 0名 0名 0名

当 社 監 査 役 なし なし なし なし なし

新 株 予 約 権 の 数 90個 120個 50個 108個 100個

新株予約権の目的となる株式
の 種 類 及 び 数

普通株式
9,000株

普通株式
12,000株

普通株式
5,000株

普通株式
10,800株

普通株式
10,000株

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 無償 無償 無償 無償 無償
新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

１株当たり １株当たり １株当たり １株当たり １株当たり
6,420円 4,680円 2,770円 4,470円 4,120円

新株予約権の権利行使期間 2012年７月31日から
2020年６月21日まで

2013年７月26日から
2021年６月22日まで

2014年７月28日から
2022年６月21日まで

2015年８月 2 日から
2023年６月20日まで

2016年８月 2 日から
2024年６月23日まで

新株予約権の行使の条件 （注１） （注１） （注１） （注１） （注１）

発 行 日 2015年８月17日 2016年８月15日 2017年８月15日 2018年８月15日 2019年８月15日

保 有 人 数 5名 7名 7名 7名 8名

当社取締役（社外取締役を除く） 5名 5名 5名 5名 5名

当 社 社 外 取 締 役 0名 2名 2名 2名 3名

当 社 監 査 役 なし なし なし なし なし

新 株 予 約 権 の 数 222個 183個 290個 310個 340個

新株予約権の目的となる株式
の 種 類 及 び 数

普通株式
22,200株

普通株式
18,300株

普通株式
29,000株

普通株式
31,000株

普通株式
34,000株

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 無償 無償 無償 無償 無償
新株予約権の行使に際して出資
さ れ る 財 産 の 価 額

１株当たり １株当たり １株当たり １株当たり １株当たり
4,270円 2,420円 3,780円 2,943円 2,962円

新株予約権の権利行使期間 2017年８月 1 日から
2025年６月20日まで

2018年８月 1 日から
2026年６月19日まで

2019年８月 1 日から
2027年６月25日まで

2020年８月 1 日から
2028年６月23日まで

2021年８月 1 日から
2029年６月22日まで

新株予約権の行使の条件 （注１） （注１） （注１） （注１） （注１）

（注１）①　各新株予約権は、１個を分割して行使できないものです。
②　権利行使時において、当社役員の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができます。但し、禁錮刑以上の刑に処せられ

た場合、解任または免職された場合、及び死亡した場合は付与された新株予約権は直ちに失効します。
③　その他の権利行使の条件については、取締役会の決定によります。

（注２）上記には、役員就任前に付与されたものも含めて記載しております。
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(2) 当事業年度中に当社使用人等に対して交付された新株予約権等の内容の概要

発 行 日 2019年８月15日

交 付 さ れ た 人 数 98名

当 社 執 行 役 員
 

（当 社 役 員 を 兼 ね て い る 者 を 除
 

く） 18名

当 社 使 用 人
 

（当 社 役 員 ・ 執 行 役 員 を 兼 ね て い る 者 を 除
 

く） 51名

当 社 の 子 会 社 の 役 員 及 び 使 用 人
 

（当 社 役 員 ・ 執 行 役 員 ・ 使 用 人 を 兼 ね て い る 者 を 除
 

く） 29名

新 株 予 約 権 の 数 1,250個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 種 類 及 び 数 普通株式　125,000株

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て 出 資 さ れ る 財 産 の 価 額 １株当たり　2,962円

新 株 予 約 権 の 権 利 行 使 期 間 2021年８月１日から
2029年６月22日まで

新 株 予 約 権 の 行 使 の 条 件 （注）

（注）①　各新株予約権は、１個を分割して行使できないものです。
②　権利行使時において、当社使用人等の地位を喪失している場合においても本権利を行使することができます。但し、禁錮刑以上の刑に処せられ

た場合、解任または免職された場合、及び死亡した場合は付与された新株予約権は直ちに失効します。
③　その他の権利行使の条件については、取締役会の決定によります。
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(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
「2020年満期ユーロ米ドル建取得条項付転換社債型新株予約権付社債」を次の要領にて発行しております。

発行日 2014年４月24日

新株予約権の数 2,000個

新株予約権の目的となる株式の種類及び数 普通株式　4,184,100株

転換価額 47.80米ドル

新株予約権の権利行使期間 2014年５月８日から
2020年４月９日まで

新株予約権の行使の条件 各新株予約権の一部行使はできないものとする。

新株予約権付社債の残高 200,000千米ドル
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事業報告の会計監査人の状況

(1) 名称　　　　有限責任あずさ監査法人

(2) 報酬等の額
（単位：百万円）

支 払 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 79

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 198

（注１）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。
（注２）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実

質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
（注３）当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況、報酬見積もりの算出根拠、監査時間及び報酬額の推移等を確認したう

えで、当該事業年度の会計監査人の報酬等につき、監査の効率性及び監査品質の確保に鑑み相当であると判断し、会社法第399条第１項の同意を
行っております。

(3) 非監査業務の内容
　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業務（非監査業務）である「コンフォートレター作成業務」を委託しております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針
　会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会がその会計監査人を解任
します。
　また、上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人の職務の執行状況その他諸般の事情を総合的に勘案して、会計監査人としての適格性及び信頼性が
損なわれる事象が生じた場合、会計監査を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または会計監査の適正性をより高めるために会計監査人
の変更が妥当であると判断される場合、その他会計監査人の変更または解任若しくは不再任が適切であると判断した場合は、会計監査人の解任または不
再任に関する議案の内容を決定し、取締役会に株主総会の目的とすることを求めます。
　取締役会では、監査役会の要請を受けて株主総会の目的とすることを決定します。
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事業報告の業務の適正を確保するための体制

(1) 業務の適正を確保するための体制の概要
　取締役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その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は
次のとおりです。

①　取締役、執行役員及び従業員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
＜コンプライアンス＞
(ａ) 当社グループは法令及び定款に従うのみならず、「社会規範と企業倫理に則った透明性の高い経営を行うこと」を企業理念のひとつに掲げてい

る。当社はコンプライアンス実現のため、その基礎としてコンプライアンス規程を定め、取締役会が任命するチーフコンプライアンスオフィサ
ー（CCO）を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、定期的なモニタリングを通じコンプライアンス体制の整備及び維持を図る。

(ｂ) 役職員の行動規範としてコンプライアンス規程第５条に行動基準を定め、これらの遵守を図る。とりわけ、各国競争法の遵守、反社会的勢力に
対する毅然とした対応、インサイダー取引の禁止、贈収賄の禁止、顧客及び会社等の秘密情報の保持、差別・ハラスメントの禁止等を徹底する。

(ｃ) 全ての役職員を対象に、独占禁止法、金融商品取引法、不正競争防止法等の各種法令・規則、及び社内規程に関する階層別研修、分野別研修、
e-ラーニングなどを実施し、コンプライアンス違反の予防並びに改善措置を講じると共に、コンプライアンス意識の徹底・向上を図る。

(ｄ) コンプライアンス規程に基づき、コンプライアンス違反に関する報告・相談のための社内窓口及び社外弁護士によるコンプライアンス相談窓口
を設置するなど報告・相談システムを整備し、運用を行う。当社は当社グループの役職員によるコンプライアンス違反行為に関する報告・相談
については秘密を厳守すると共に、当該報告・相談をしたことを理由に不利益な処遇がなされないことを保証する。

＜コーポレートガバナンス＞
(ｅ) 社内取締役と社外取締役により構成される取締役会は取締役会規程により、その適切な運営を確保し、取締役の職務の執行を監督する。また、

取締役は取締役会を通じて会社経営全般の最高方針決定に関わると共に、取締役会の一員として、執行役員の業務執行を監督・督励する。
(ｆ) 取締役会は経営会議を設置し、同会議は取締役会が決定した最高方針に基づき、社長執行役員が経営の基本計画及び業務の執行に関する重要案

件を決裁するための審議を行う。
(ｇ) 取締役会は、監査役が監査役会規程及び監査役監査基準により定める監査の方針に従い取締役及び執行役員の職務の執行を監査し、その他法令

で定める任務を遂行できる環境を確保するよう努める。
(ｈ) 内部監査部門として社長から指示を受け、他のいかなる職制からも独立した経営監査部を置く。

②　取締役及び執行役員の人事並びに報酬決定プロセスの客観性と透明性を確保するための体制
(ａ) 取締役及び執行役員の指名並びに報酬等に係る手続きの客観性と透明性を高め、説明責任を強化することを目的として、取締役会の下に指名諮

問委員会及び報酬諮問委員会を設置する。
(ｂ) 指名諮問委員会及び報酬諮問委員会は会長、社長、及び独立社外取締役全員で構成され、委員長は取締役会の決議によって独立社外取締役の中

から選定される。
(ｃ) 指名諮問委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の選任及び解任等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を

行う。
(ｄ) 報酬諮問委員会は取締役会の諮問に応じて、取締役及び執行役員の報酬及び待遇等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を

行う。
(ｅ) 取締役会は指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の答申を尊重する。

③　取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ａ) 取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報については文書または電子情報により、文書管理規程及び電子情報セキュリティ規程に基づき、定

められた期間、適切に保存・管理する。
(ｂ) 取締役及び監査役は、随時これらの文書を閲覧できるものとする。

④　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、損失の危険に係る主たるリスクについて、以下の管理体制を整え、経営会議はその他のリスクを含めた全リスクの管理を統括する機関とし
て機能する。
(ａ) 海運市況リスク

　当社の主たる事業である海上輸送の分野においては、世界の荷動き量及び船腹供給量の動向が船腹需給に影響を及ぼし、運賃及び傭船料の市況
が変動するため、船舶などの投資に係る重要案件は、経営会議の予備審議機関として投融資委員会を設置し、同委員会においてリスクの把握、分
析及び評価を経た上で、意思決定機関に付議する。
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(ｂ) 船舶の安全運航
　経営会議の下部機関として社長執行役員を委員長とする安全運航対策委員会を設置し、同委員会は安全運航対策委員会規程に基づき安全運航に
関する事項の検討及び審議を行い、運航船の安全運航の確保・徹底を図る。また、万一、不慮の事故が発生した場合は重大海難対策本部規程に基
づき、損害拡大の防止と環境保全を図る。

(ｃ) 市場リスク
　船舶燃料油価格の変動、為替レートの変動及び金利の変動などの市場リスクについては、市場リスク管理規程に基づき適切に管理することによ
り、リスクの低減を図る。

⑤　取締役及び執行役員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
(ａ) 取締役会は年間10回程度、適切な間隔を置いて開催するほか、必要に応じて随時開催する。取締役会に付議すべき重要な事項は、取締役会規程

に定め、原則として経営会議においてあらかじめ審議する。
(ｂ) 経営会議は社長執行役員が指名し取締役会が承認するメンバーにより構成され、経営会議規程により原則として週１回開催するほか、必要に応

じて随時開催する。また、経営会議は必要に応じ、下部機関として委員会を設け、必要事項につき諮問する。
(ｃ) 執行役員は取締役会で選任され、執行役員規程により代表取締役から権限の委譲を受け、組織規程が定める組織の業務分掌及び職位の職務権限

に基づき、取締役会の決定した会社経営全般の最高方針に従い、業務執行を行う。

⑥　財務報告の信頼性を確保するための体制
(ａ) 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、経理規程を定めると共に、財務報告に関わる内部統制の体制整備と有効性向上

を図る。
(ｂ) 経営監査部は、財務報告に関わる内部統制の有効性を評価する。評価を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講ずる。

⑦　当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
(ａ) グループ会社における業務の適正を確保するため、グループ会社全てに適用するグループ企業理念を掲げ、これを基礎として、グループ各社で

諸規程を定める。
(ｂ) グループ会社の経営管理については、グループ全体の経営計画及び年度予算に基づき、各社における業務の執行状況を管理する。また、各社の

事業内容によって管理担当部を定め、担当部長は、グループ会社経営管理規程に基づき、グループ会社の取締役等から適時必要な報告を受け、
経営状態及び事業リスクを適切に把握すると共に、重要経営事項については、当社の承認を得てこれを実行するよう求め、グループ会社の取締
役等の職務の執行が効率的に行われるよう必要な経営資源を適時適切に配分する。但し、組織規程に基づき準社内組織と位置付けられたグルー
プ会社については、担当部長に代わり担当役員がこれを行う。

(ｃ) グループ会社におけるコンプライアンスを確保するため、当社の行動基準を含むコンプライアンス規程に則してグループ各社で諸規程を定める。
当社のコンプライアンス相談窓口はグループ会社役職員からの相談も受け付け、グループ全体としてコンプライアンスの徹底を図る。当社はグ
ループ会社に対し、当社グループの役職員によるコンプライアンス違反行為に関する報告・相談についての秘密を厳守すると共に、当該報告・
相談をしたことを理由に不利益な処遇がなされないことを保証することを求める。

(ｄ) グループ会社の監査については、各社が適切に内部監査体制を構築すると共に、当社の経営監査部は、内部監査規程に基づき定期及び随時に国
内外のグループ会社の内部監査を行う。

⑧　監査役の職務を補助する専任スタッフとその独立性に関する事項
(ａ) 監査役の職務を補助するため、当社の従業員から監査役補助者を任命する。
(ｂ) 監査役補助者の人事評価は監査役が行い、監査役補助者の人事異動は監査役会の同意を得て決定する。
(ｃ) 監査役補助者は原則として業務の執行に係る役職を兼務しない。

⑨　取締役、執行役員及び従業員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及び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
(ａ) 取締役、執行役員及び従業員が監査役に報告すべき事項についての規程を定め、当該規程に基づき、取締役、執行役員及び従業員は当社の業務

または業績に影響を与える重要な項目について監査役に報告する。グループ会社の取締役、監査役、執行役員及び従業員は、当社及び当社グル
ープの業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役に報告できるものとする。

(ｂ) コンプライアンス規程に基づく報告・相談システムの適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について
監査役への適切な報告体制を確保する。当社グループの役職員によるコンプライアンス違反行為に関する監査役への報告・相談については秘密
を厳守すると共に、当該報告・相談をしたことを理由に不利益な処遇がなされないことを保証する。

(ｃ) 代表取締役は監査役と定期的に会合を持つよう努める。
(ｄ) 経営監査部は監査役と連絡・調整を行い、監査役の監査の実効的な実施に協力する。
(ｅ) 監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の

職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理する。
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(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社の業務の適正を確保するための体制は、上記に従い適切に運用されており、問題は生じていません。
　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

①　コンプライアンス
(ａ) 当社は、当社グループ役職員が遵守すべき行動基準、コンプライアンス規程をはじめとして、独禁法遵守行動指針、贈賄等防止規程、インサイ

ダー取引防止規程、個人情報管理規程等の各種法令に関する規程を整備しています。また、その浸透を図り、コンプライアンス意識を徹底・向
上させるため、国内外の当社グループ役職員を対象に、社内研修、講習会、e-ラーニング等を実施しています。

(ｂ) 部店におけるコンプライアンスの統括責任者としてコンプライアンスオフィサーを、コンプライアンスオフィサーを統括すると共にコンプライ
アンス体制の整備・強化を図る責任者としてチーフコンプライアンスオフィサーを設置し、コンプライアンスについての責任者を明確にしてい
ます。また、経営会議の下部機関として設置したコンプライアンス委員会を四半期ごとに開催し、全社的なコンプライアンス体制の充実、徹底、
また違反行為についての処置の決定等の役割を果たしています。取締役会及び経営会議は半期ごとにコンプライアンス活動に関する報告を受け、
その徹底や改善に向けた議論を行っています。

(ｃ) コンプライアンス違反の疑いのある行為を発見した場合、役職員は所属する部店のコンプライアンスオフィサーまたはコンプライアンス委員会
事務局に報告・相談することとされています。しかしこれが困難な場合に備え、独立したコンプライアンス社内相談窓口及び社外相談窓口を設
置しており、報告・相談された事案は秘密厳守の下で調査し、違反が認定されれば速やかに必要な是正措置を講じております。これに加え、年
に1回「コンプライアンス強化月間」を設定し、役職員からのコンプライアンスに関する幅広い情報収集に努めています。

②　コーポレートガバナンス
(ａ) 取締役会は、当社の中枢的な意思決定機関として、当社グループの経営に係る基本方針と最重要案件の審議、決裁や経営の監督等を行っており

ます。当期は取締役会を10回開催しました。
(ｂ) 独立社外取締役による業務執行取締役への監督をより実効性あるものとすべく、取締役会の下に社長、及び独立社外取締役全員で構成され、独

立社外取締役が過半数を占める指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置し、取締役及び執行役員の選解任、社長・CEOの後継者育成計画、並
びに報酬及び待遇等に関する事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行っています。今期は指名諮問委員会を６回、報酬諮問委員会
を５回開催しました。

(ｃ) 取締役会は、毎年その実効性について評価・分析を実施し、運営の改善につなげています。
(ｄ) 取締役会が重要案件に集中できるよう、取締役会の決定に基づく経営の基本計画及び業務の執行に関する重要事項は原則毎週開催される経営会

議にて審議、決定しています。これら決定された方針に基づく業務執行は取締役会で選任され代表取締役から権限の委譲を受けた執行役員が行
うことにより経営執行の効率化とスピードアップを図っています。

(ｅ) 当社及び当社グループ会社の事業については、定期的に取締役会、経営会議をはじめとする社内の重要な会議で報告され、改善が必要な課題や
問題点が生じた場合には適時関係部署への指示を行っています。

③　リスクマネジメント（損失の危険の管理）
(ａ) 当社は、経営会議の予備審査機関として原則毎週開催される投融資委員会を設置し、海運市況リスク、市場リスク、事業リスク等の幅広いリス

クの把握、分析及び評価を行い、その結果を取締役会及び経営会議における意思決定に反映させています。
(ｂ) これに加え「トータルリスクコントロール」として、当社及び当社グループ会社が保有する資産について、その価値変動リスクを統計的に分析

し、数値化したものを定期的に取締役会に報告しています。取締役会をはじめとする意思決定機関は報告されたリスク量を評価、分析した上で、
投資判断を行い、当社グループの事業全体のリスクコントロールを図っています。

(ｃ) 運航船の安全運航の確保・徹底を図るため、安全運航対策委員会を設置しています。また、船舶運航に関するリスクマネジメントのため、全運
航船を対象として安全運航支援センター（SOSC）において本船動静や気象・海象、船の航行に関わる情報を監視し本船船長をサポートする体
制を整えているほか、当社独自の安全基準に基づく定期的な検船活動、安全の担い手となる海技者の確保・育成等の取組みを行っております。
これらの取組みにより当社グループ運航船の安全運航を図るとともに、近年では、人の能力を補完し、安全運航を担保するため、ICT等の最新
技術の取入れに向けた研究開発等の取組みを行っています。

(ｄ) 海運に対する環境規制の一つとして2020年１月からSOx（硫黄酸化物）排出規制が導入され、硫黄分0.5%以下の低硫黄燃料油の使用や排気ガ
ス中の硫黄分を除去するSOxスクラバーの船舶搭載等の対応が必要となりました。油種の切り替え等に伴う船舶運航上のリスクやコスト上昇
が業績に与える影響を最小化するため、当社はこれを当期の重要課題と位置付け、SOx2020年規制対応委員会を設置して、円滑且つ厳正に新
規制に対応するとともに、顧客の理解を得ながらコストの運賃等への反映に努めました。

(ｅ) 予期せぬ災害・感染症等は当社の事業遂行と業績に影響を及ぼす可能性があります。新型コロナウイルスの感染拡大に際し、当社は、災害・感
染症対策本部規程に基づき速やかに対策本部を立ち上げ、当社運航船の安全運航・安定輸送の徹底、顧客・取引先等と当社役職員の安全確保、
並びに感染拡大リスクの長期化を想定した上での事業継続体制の構築に努めています。

(ｆ) 財務報告の信頼性確保に向けた内部統制の有効性評価は、金融商品取引法の定めに基づき実施しており、内部統制システムの適切な運用を確認
しています。
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④　当社グループ会社管理（企業集団における業務の適正の確保）
(ａ) 当社は、グループ会社経営管理規程、グループ会社経営管理実務ガイドラインをはじめとする規程を整備し、国内外の当社グループ会社の適正

な管理を図っています。また、当社グループ会社の重要な経営事項を当社の承認事項とするとともに、計画の進捗状況等の報告を当社グループ
会社から受け、当社より適宜指導、助言を行うこと等を通じて、当社グループ全体の企業価値の向上を図っています。さらに、毎年2回社長を
はじめとする当社経営層と当社グループ会社の代表者によるグループ経営会議を開催し、経営目標の共有・確認、コンプライアンスの徹底を図
っています。

(ｂ) 当社グループ会社は、当社のコンプライアンス規程等に則して、独立した法人として個々の規模・業態に合ったコンプライアンス体制を構築・
運用しています。当社グループ会社においてコンプライアンス違反行為に相当する事例が生じた場合、当該会社において自社の社内規則に則っ
て速やかに対処し、再発防止策を実施するとともに、当社においてもコンプライアンス委員会への報告やグループ内部統制改善等の必要な対応
を行います。

⑤　監査役監査
(ａ) 当社は、監査役監査の実効性確保に関する規程を定め、役職員による監査役への報告事項をはじめ、監査役監査の実効性を確保するための基準

等を整備しています。
(ｂ) 常勤監査役に対しては、取締役会に加え、経営会議及び投融資委員会をはじめとする各委員会への出席機会を確保し、審議・意思決定過程にお

ける監査実施を担保しています。また、社外監査役に対しては、今期から指名諮問委員会及び報酬諮問委員会に各1名の出席機会を確保してい
ます。これに加え監査役は、取締役、執行役員、従業員との定期的面談、グループ会社への往査、経営監査部及び会計監査人との連携等の機会
を確保し、これらを通じて、経営課題やリスクに関する認識を共有するとともに内部統制システムの構築・運用状況等を監査し、適正な業務の
確保を促しています。

(ｃ) 監査役会、及び監査役の職務補佐のため、監査役付を設置し、専任スタッフ１名を配しています。

⑥　内部監査
　内部監査部門である経営監査部は、毎期初に監査計画を定め、これに基き当社各部門及び国内外グループ会社に対する監査を実施しています。監査

の結果識別された課題については、関係部門に対し改善策を提案するとともに、社長へ報告を行っています。

8

事業報告の業務の適正を確保するための体制



2020/05/23 13:43:46 / 19596772_株式会社商船三井_招集通知（Ｆ）

連結計算書類の連結株主資本等変動計算書（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 65,400 45,385 329,888 △6,764 433,909

会計方針の変更による
累積的影響額 △1,812 △1,812

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 65,400 45,385 328,075 △6,764 432,096

当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 5 5

剰余金の配当 △6,577 △6,577
親会社株主に帰属する
当期純利益 32,623 32,623

連結範囲の変動 △2,446 △2,446
自己株式の取得 △28 △28
自己株式の処分 △38 65 26
連結子会社株式の取得
による持分の増減 △377 △377

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） －

当期変動額合計 － △377 23,560 41 23,224
当期末残高 65,400 45,007 351,636 △6,722 455,320

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計
当期首残高 26,840 44,391 16,197 3,725 91,154 1,803 124,739 651,607

会計方針の変更による
累積的影響額 △1,812

会計方針の変更を反映し
た当期首残高 26,840 44,391 16,197 3,725 91,154 1,803 124,739 649,794

当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） △5 －

剰余金の配当 △6,577
親会社株主に帰属する
当期純利益 32,623

連結範囲の変動 △2,446
自己株式の取得 △28
自己株式の処分 26
連結子会社株式の取得
による持分の増減 △377

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △10,533 △16,221 △5,308 △1,076 △33,140 △151 1,514 △31,777

当期変動額合計 △10,533 △16,221 △5,308 △1,076 △33,140 △157 1,514 △8,558
当期末残高 16,306 28,170 10,889 2,648 58,014 1,646 126,253 641,235
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連　結　注　記　表
連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等
１．連結の範囲に関する事項
(1) 連結子会社の数　368社
(2) 主要な連結子会社の名称は、事業報告内の「１．企業集団の現況に関する事項　(12) 重要な子会社の状況」に記載のとおりであります。
(3) 主要な非連結子会社の名称　アジアカーゴサービス（株）
(4) 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも小規模であり全体としても連結
計算書類に重要な影響を及ぼしませんので連結の範囲から除いております。

２．持分法の適用に関する事項
(1) 持分法適用関連会社の数　103社
(2) 主要な持分法適用関連会社の名称は、事業報告内の「１．企業集団の現況に関する事項　(13) 重要な関連会社の状況」に記載のとおりであります。
(3) 主要な持分法非適用非連結子会社の名称　アジアカーゴサービス（株）
(4) 主要な持分法非適用関連会社の名称　（株）空見コンテナセンター
(5) 持分法の適用の範囲から除いた理由

持分法非適用会社の当期純損益及び利益剰余金等のうち持分相当額は、いずれも小規模であり重要性が乏しいと認められますので、持分法適用対象
から除いております。

３．連結の範囲又は持分法の適用の範囲の変更に関する事項
(1) 連結の範囲

当連結会計年度から、新規設立及び重要性の観点等より25社を新たに連結の範囲に含め、重要性の低下、吸収合併及び清算結了により、27社を連
結の範囲から除外し、１社を株式の売却により連結子会社から持分法適用関連会社へ変更しております。

(2) 持分法の適用の範囲
当連結会計年度から、新規取得及び重要性の観点等より12社を持分法適用の範囲に含め、１社を株式の売却により連結子会社から持分法適用関連会
社へ変更しております。

４．会計方針に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券
売買目的有価証券　　　時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）
満期保有目的の債券　　償却原価法
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、売却原価は主として移動平均法により算定）

時価のないもの　　　主として移動平均法による原価法
デリバティブ　　　　　時価法
たな卸資産　　　　　　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により算定）
(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）
船　　　舶　　　　　　主として定額法（一部の船舶について定率法）
建　　　物　　　　　　主として定額法
その他の有形固定資産　主として定率法

無形固定資産（リース資産を除く）
定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
のれんの償却については、その効果が発現する期間を個別に見積もり、当該期間にわたって均等償却しております。

リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。
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所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 繰延資産の処理方法
社債発行費　支出時に全額費用として処理しております。
株式交付費　支出時に全額費用として処理しております。

(4) 引当金の計上基準
貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、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おります。

賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

役員賞与引当金
当社及び一部の国内連結子会社は役員賞与の支出に備えて、役員賞与支給見込額を計上しております。

契約損失引当金
契約に関する意思決定等に伴い、将来の損失発生の可能性が高まった契約について、損失見込額を計上しております。

役員退職慰労引当金
一部の国内連結子会社は、役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

特別修繕引当金
船舶の修繕に要する費用の支出に備えるため、修繕見積額基準により計上しております。

環境対策引当金
ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物の処分等に係る支出に備えるため、今後発生すると見込まれる額を計上しております。

(5) 運賃収益及び運賃収益に係る費用の計上基準
主として航海完了基準を採用しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップに関しては、特例処理を採用しております。
主なヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象
外貨建借入金 外貨建予定取引
為替予約 外貨建予定取引
通貨オプション 外貨建予定取引
通貨スワップ 貸船料及び外貨建借入金
金利スワップ 借入金利息及び社債利息
金利キャップ 借入金利息
燃料油スワップ 船舶燃料
運賃先物 運賃

ヘッジ方針
主として当社の内部規程である「市場リスク管理規程」及び「市場リスク管理要領」に基づき、個別案件ごとにヘッジ対象を明確にし、当該ヘ
ッジ対象の為替変動リスク、金利変動リスク又は価格変動リスクをヘッジすることを目的として実施することとしております。

ヘッジ有効性評価の方法
主としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場
変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎として有効性を判定しております。ただし、特例処理の要件を満たし
ている金利スワップについては、ヘッジ有効性判定を省略しております。

(7) 当社及び連結子会社の支払利息につきましては原則として発生時に費用処理しておりますが、事業用の建設資産のうち、工事着工より工事完成まで
の期間が長期にわたり且つ投資規模の大きい資産については、工事期間中に発生する支払利息を取得原価に算入しております。

(8) その他連結計算書類の作成のための重要な事項
退職給付に係る会計処理の方法

主として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の見込額に基づき、計上しております。数理計
算上の差異は、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（主として10年）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おります。過去勤務費用は主としてその発生時に一括費用処理しております。

消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移
行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行
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に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正
前の税法の規定に基づいております。

会計方針の変更に関する注記
（IFRS第16号「リース」の適用）

国際財務報告基準（IFRS）を適用している在外子会社及び在外持分法適用会社において、当連結会計年度よりIFRS第16号「リース」を適用しておりま
す。これにより、借手のリース取引については、原則としてすべてのリースについて資産および負債を認識しております。当該会計基準の適用にあた
り、経過措置として認められている当該会計基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しております。
なお、当該会計基準の適用が連結計算書類に与える影響は軽微であります。

表示方法の変更に関する注記
（連結貸借対照表）

前連結会計年度において、「関係会社株式」（当連結会計年度271,182百万円）を区分掲記しておりましたが、有価証券報告書における連結財務諸表
の表示方法との整合を図るため、当連結会計年度において、「投資有価証券」に含めて表示しております。なお、前連結会計年度の「関係会社株式」
の金額は255,079百万円であります。

（連結損益計算書）
前連結会計年度において、「関係会社株式売却益」（当連結会計年度42百万円）を区分掲記しておりましたが、金額的重要性が減少したため、当連結
会計年度において、「その他特別利益」に含めて表示しております。なお、前連結会計年度の「関係会社株式売却益」の金額は5,453百万円でありま
す。

追加情報に関する注記
（連結納税制度導入に伴う会計処理）

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌連結会計年度から連結納税制度が適用されることとなったため、
当連結会計年度より「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（企業会計基準委員会 実務対応報告第５号 2015
年１月16日）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」（企業会計基準委員会 実務対応報告第７号 2015
年１月16日）に基づき、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。

連結貸借対照表に関する注記
１．たな卸資産の内訳とその金額

原材料及び貯蔵品 32,217百万円
その他 1,303百万円

２．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

船舶 192,171百万円
建設仮勘定 130百万円
投資有価証券 83,522百万円
合計 275,824百万円

また、担保に供した投資有価証券のうち、
イ）82,898百万円については、関係会社による長期借入金及び将来の傭船料支払いの担保目的で差し入れたものであります。
ロ）624百万円については、海洋事業プロジェクト及びLNG船プロジェクトに係る長期借入金の担保目的で差し入れたものであります。
(2) 担保に係る債務

短期借入金 11,960百万円
長期借入金 157,027百万円
合計 168,987百万円

３．有形固定資産の減価償却累計額 930,729百万円

４．偶発債務
保証債務等 186,208百万円
（うち外貨建保証債務 169,161百万円）
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５．その他
(1) 訴訟

当社は、2014年１月10日に三菱重工業株式会社に対し、同社の建造した船舶による海難事故に伴って、当社の被った損害の賠償を求める訴訟を東
京地方裁判所に提起しておりました。これに対し、同社は当社に同型船の船体強度の強化工事の対価支払いを求めて反訴を提起し、現在係争中であ
ります。
当社は、同社による反訴請求は不当であると認識しており、本訴である損害賠償請求とあわせて、当社の正当性を主張していく考えであります。

(2) その他
当社グループは2012年以降、完成自動車車両の海上輸送に関して各国競争法違反の疑いがあるとして、米国等海外の当局による調査の対象になっ
ております。また、本件に関連して、当社グループに対し損害賠償及び対象行為の差止め等を求める集団訴訟がカナダ及び英国において提起されて
います。これらの調査・訴訟による金額的な影響は現時点で合理的に予測することが困難であるため、当社グループの業績に与える影響は不明です。

連結損益計算書に関する注記
１．事業再編関連損失について

コンテナ船事業の統合に伴い2017年度決算において計上した傭船契約に関連する損失について、見積りの前提である船隊の貸船料及び費用の最新動
向を反映した結果、追加の損失発生が見込まれる為、8,243百万円を計上しております。

２．貸倒引当金繰入額について
持分法適用関連会社に対する劣後性長期貸付金について、新型コロナウイルスの影響等により業績が大幅に悪化することが見込まれ、回収が一部困難
となる可能性がある為、貸倒引当金を計上しております。

連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数

種類 普通株式
総数 120,628,611株

２．当連結会計年度末における自己株式の種類及び株式数
種類 普通株式
株式数 1,034,427株

３．剰余金の配当に関する事項
(1) 配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の

総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2019年 6 月25日
定時株主総会 普通株式 2,989 25.0 2019年３月31日 2019年 6 月26日

2019年10月31日
取締役会 普通株式 3,587 30.0 2019年９月30日 2019年11月28日

(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） 株式の種類
配当金の

総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2020年 6 月23日
定時株主総会 普通株式 4,185 35.0 2020年３月31日 2020年 6 月24日

４．当連結会計年度末の新株予約権（権利行使の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数
種類 普通株式
株式数 1,196,100株
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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、船舶等の取得のための設備資金を、主に銀行借入や社債発行により調達しております。また、短期的な運転資金を主に銀行借入によ
り調達しております。更に、安定的な経常運転資金枠の確保・緊急時の流動性補完を目的に国内金融機関からコミットメントラインを設定しておりま
す。
営業債権である受取手形及び営業未収金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の内部規程である「組織規程」に沿っ
てリスク低減を図っております。また、外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、原則として外貨建ての営業債務をネットした
ポジションについて主に為替予約を利用して当該リスクを回避しております。投資有価証券は主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式
については四半期ごとに時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び営業未払金は、１年以内の支払期日であります。短期借入金及びコマーシャル・ペーパーは、主に短期的な運転資金の調
達を目的としたものであります。長期借入金及び社債は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。このうち一部は、変動金利
であるため金利の変動リスクに晒されていますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引及び金利キャップ取引）を利用して支払利息の固定化を一部
実施しております。また、外貨建ての借入金は、為替変動リスクに晒されていますが、一部は通貨スワップ取引を利用して当該リスクを回避しており
ます。デリバティブは、上述のリスクを回避するために利用しており、当社の内部規程である「市場リスク管理規程」及び「市場リスク管理要領」に
基づき実需の範囲で行い、投機的な取引は一切行わない方針であります。

２．金融商品の時価等に関する事項
当連結会計年度末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、次のとおりであります。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価 差額

(1) 現金及び預金 105,784 105,784 －
(2) 受取手形及び営業未収金 81,362 81,362 －
(3) 有価証券

その他有価証券 500 500 －
(4) 短期貸付金 4,454 4,454 －
(5) 長期貸付金（＊１） 86,208

貸倒引当金（＊２） △7,784
78,424 82,086 3,661

(6) 投資有価証券
その他有価証券 67,344 67,344 －
関係会社株式 3,078 2,841 △236

(7) 支払手形及び営業未払金 69,189 69,189 －
(8) 短期借入金 100,063 100,063 －
(9) コマーシャル・ペーパー 25,000 25,000 －
(10) 社債（＊３） 217,766 217,503 △262
(11) 長期借入金（＊４） 735,404 738,681 3,276
(12) デリバティブ取引（＊５） 41,437 41,324 △112

（＊１）　長期貸付金の連結貸借対照表計上額には、短期へ振替えられた946百万円が含まれております。
（＊２）　個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
（＊３）　社債の連結貸借対照表計上額には、短期へ振替えられた36,766百万円が含まれております。
（＊４）　長期借入金の連結貸借対照表計上額には、短期へ振替えられた80,287百万円が含まれております。
（＊５）　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、合計で正味の債務になる場合は、（　）で示しております。

（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び営業未収金、並びに(4) 短期貸付金

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おります。
(3) 有価証券

有価証券は合同運用指定金銭信託であり、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おります。
(5) 長期貸付金

長期貸付金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映するため、貸付先の信用状態が実行後大きく異なっていない限り、時価は帳
簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに分類し、貸付金の種類ごとに、元利金
の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて現在価値を算定しております。

14

連結注記表



2020/05/23 13:43:46 / 19596772_株式会社商船三井_招集通知（Ｆ）

(6) 投資有価証券
投資有価証券及び関係会社株式の時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格に
よっております。

(7) 支払手形及び営業未払金、(8) 短期借入金、並びに(9) コマーシャル・ペーパー
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おります。

(10) 社債
社債の時価については、市場価格に基づき算定しております。

(11) 長期借入金
長期借入金の時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、当社の信用状態が実行後大きく異なっていないため、時価は
帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、一定の期間ごとに分類し、借入金の種類ごとに、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現在価値を算定しております。なお、外貨建の長期借入金の一部につい
ては、通貨スワップの振当処理により固定された金額によって評価しております。

(12) デリバティブ取引
ヘッジを目的とした金融派生商品であり、先物為替相場又は金融機関から入手した価格等によっております。なお、通貨スワップの振当処理によ
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に含めて記載しております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）

区分 連結貸借対照表計上額
①　非上場株式 8,688
②　関係会社株式 267,767
③　その他 11

合計 276,468
これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるた
め、「(6) 投資有価証券」には含めておりません。

賃貸等不動産に関する注記
１．賃貸等不動産の状況に関する事項

　当社及び一部の子会社では、東京都や大阪府その他の地域において、賃貸用のオフィスビル（土地を含む）を有しております。
２．賃貸等不動産の時価に関する事項

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額 時価

327,585 549,820
（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２）当連結会計年度末の時価は、主要な物件については社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額によっております。その他の物件に

ついては、土地は適切に市場価格を反映していると考えられる指標を用いて調整した金額により、建物等の償却性資産は連結貸借対照表計上額を
もって時価としております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 4,292円31銭
２．１株当たり当期純利益 272円79銭

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

その他の注記
　記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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計算書類の株主資本等変動計算書（自　2019年４月１日　至　2020年３月31日）

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計資本準備金 資本剰余金

合計 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金
合計特別償却

準備金
圧縮記帳
積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金
当期首残高 65,400 44,371 44,371 8,527 2 912 30,630 35,197 75,269 △6,766 178,275
当期変動額

新株の発行
（新株予約権の行使） － － 5 5

剰余金の配当 － △6,577 △6,577 △6,577
当期純利益 － 15,793 15,793 15,793
特別償却準備金の取崩 － △1 1 － －
圧縮記帳積立金の取崩 － △13 13 － －
別途積立金積立 － 16,000 △16,000 － －
自己株式の取得 － － △28 △28
自己株式の処分 － △38 △38 65 26
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － －

当期変動額合計 － － － － △1 △13 16,000 △6,808 9,176 41 9,218
当期末残高 65,400 44,371 44,371 8,527 1 898 46,630 28,388 84,446 △6,724 187,493

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他
有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
評価・換算

差額等
合計

当期首残高 22,527 △2,999 19,527 1,803 199,606
当期変動額

新株の発行
（新株予約権の行使） － △5 －

剰余金の配当 － △6,577
当期純利益 － 15,793
特別償却準備金の取崩 － －
圧縮記帳積立金の取崩 － －
別途積立金積立 － －
自己株式の取得 － △28
自己株式の処分 － 26
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △9,202 △1,230 △10,432 △151 △10,584

当期変動額合計 △9,202 △1,230 △10,432 △157 △1,371
当期末残高 13,324 △4,230 9,094 1,646 198,234
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個　別　注　記　表

重要な会計方針に係る事項に関する注記
１．資産の評価基準及び評価方法

有価証券
売買目的有価証券　　　　　　　　　時価法（売却原価は移動平均法により算定）
満期保有目的の債券　　　　　　　　償却原価法
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
デリバティブ　　　　　　　　　　　　時価法
たな卸資産　　　　　　　　　　　　　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により算定）

２．固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）

船　　　舶　　　　　　　　　　　定額法
建　　　物　　　　　　　　　　　定額法
その他の有形固定資産　　　　　　主として定率法

無形固定資産（リース資産を除く）　定額法
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法であります。

リース資産　　　　　　　　　　　　所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

３．繰延資産の処理方法
社債発行費

支出時に全額費用として処理しております。
株式交付費

支出時に全額費用として処理しております。

４．引当金の計上基準
貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率による計算額を、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おります。

賞与引当金
従業員の賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

役員賞与引当金
役員に対する賞与の支出に備えて、役員賞与支給見込額を計上しております。

契約損失引当金
契約に関する意思決定等に伴い、将来の損失発生の可能性が高まった契約について、損失見込額を計上しております。

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の見込額に基づき、計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期よ
り費用処理しております。
過去勤務費用は、その発生時に一括費用処理しております。

債務保証損失引当金
債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。
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５．運賃収益及び運賃収益に係る費用の計上基準
航海完了基準を採用しております。

６．ヘッジ会計の方法
ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップに関しては、特例処理を採用しております。
主なヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ヘッジ対象
外貨建借入金 外貨建予定取引
為替予約 外貨建予定取引
通貨オプション 外貨建予定取引
金利スワップ 借入金利息及び社債利息
金利キャップ 借入金利息
燃料油スワップ 船舶燃料
運賃先物 運賃

ヘッジ方針
当社の内部規程である「市場リスク管理規程」及び「市場リスク管理要領」に基づき、個別案件ごとにヘッジ対象を明確にし、当該ヘッジ対象の
為替変動リスク、金利変動リスク又は価格変動リスクをヘッジすることを目的として実施することとしております。

ヘッジ有効性評価の方法
原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場
変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎として有効性を判定しております。ただし、特例処理の要件を満たして
いる金利スワップについては、ヘッジ有効性判定を省略しております。

７．支払利息につきましては原則として発生時に費用処理しておりますが、事業用の建設資産のうち、工事着工より工事完成までの期間が長期にわたり且
つ投資規模の大きい資産については、工事期間中に発生する支払利息を取得原価に算入しております。

８．退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

９．消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

１０．連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第８号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移
行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取
扱い」（実務対応報告第39号 2020年３月31日）第３項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28
号 2018年２月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

表示方法の変更に関する注記
（貸借対照表）

前事業年度において、「長期未払金」（当事業年度6,059百万円）を区分掲記しておりましたが、金額的重要性が乏しいため、当事業年度において、
固定負債の「その他固定負債」に含めて表示しております。
なお、前事業年度の「長期未払金」の金額は10,254百万円であります。

（損益計算書）
前事業年度において、「その他特別損失」に含めて表示しておりました「投資有価証券評価損」（当事業年度2,746百万円）は、金額的重要性が増
したため、当事業年度より区分掲記しております。なお、前事業年度の「投資有価証券評価損」は168百万円であります。

追加情報に関する注記
（連結納税制度導入に伴う会計処理）

当社は、当事業年度中に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度から連結納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連結納税
制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その１）」（企業会計基準委員会　実務対応報告第５号　2015年１月16日）及び「連結
納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い（その２）」（企業会計基準委員会　実務対応報告第７号　2015年１月16日）に基づ
き、連結納税制度の適用を前提とした会計処理を行っております。
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貸借対照表に関する注記
１．関係会社に対する短期金銭債権 85,871百万円

長期金銭債権 167,460百万円
短期金銭債務 117,738百万円
長期金銭債務 450百万円

２．有形固定資産の減価償却累計額 223,467百万円

３．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

船舶 13,976百万円
投資有価証券 624百万円
関係会社株式 56,752百万円
合計 71,352百万円

担保に供した投資有価証券及び関係会社株式のうち、
イ）関係会社株式56,752百万円については、関係会社による長期借入金及び将来の傭船料支払いの担保目的で差し入れたものであります。
ロ）投資有価証券624百万円については、海洋事業プロジェクト及びLNG船プロジェクトに係る長期借入金の担保目的で差し入れたものであります。
(2) 担保に係る債務

短期借入金 2,317百万円
長期借入金 30,277百万円
合計 32,595百万円

４．偶発債務
保証債務等 584,609百万円
（うち外貨建保証債務 370,100百万円）

５．その他
(1) 訴訟

当社は、2014年１月10日に三菱重工業株式会社に対し、同社の建造した船舶による海難事故に伴って、当社の被った損害の賠償を求める訴訟を東京
地方裁判所に提起しておりました。これに対し、同社は当社に同型船の船体強度の強化工事の対価支払いを求めて反訴を提起し、現在係争中でありま
す。
当社は、同社による反訴請求は不当であると認識しており、本訴である損害賠償請求とあわせて、当社の正当性を主張していく考えであります。

(2) 保証
当社は、コンテナ船事業統合に伴う連結子会社TRAPAC, LLC.とのターミナル契約の期限前解約に関連して、2024年3月までの期間、同社に対して取
扱貨物量及び単価の保証をしております。当該保証の履行による金額的な影響は、現時点では合理的に予測することが困難であるため、当社の業績に
与える影響は不明です。

(3) その他
当社は2012年以降、完成自動車車両の海上輸送に関して各国競争法違反の疑いがあるとして、米国等海外の当局による調査の対象になっておりま
す。また、本件に関連して、当社に対し損害賠償及び対象行為の差止め等を求める集団訴訟がカナダ及び英国において提起されています。これらの調
査・訴訟による金額的な影響は現時点で合理的に予測することが困難であるため、当社の業績に与える影響は不明です。

損益計算書に関する注記
１．関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 152,340百万円
仕入高 271,191百万円

営業取引以外の取引高 40,578百万円

２．債務保証損失引当金繰入額について
主には、当社が連帯保証を差し入れている連結子会社の債務について計上しております。

３．事業再編関連損失について
コンテナ船事業の統合に伴い2017年度決算において計上した傭船契約に関連する損失について、見積りの前提である船隊の貸船料及び費用の最新
動向を反映した結果、追加の損失発生が見込まれる為、8,243百万円を計上しております。

４．契約解約金について
コンテナ船事業の統合に伴うターミナル契約の期限前解約に関連する費用として4,198百万円を計上しております。
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株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の種類及び数

普通株式 1,031,582株

税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産 （単位：百万円）
税務上の繰越欠損金 48,910
特定外国子会社留保所得 33,935
その他有価証券評価損 1,021
関係会社株式評価損自己否認額 60,438
賞与引当金 665
減損損失 530
貸倒引当金 1,899
債務保証損失引当金 6,725
契約損失引当金 12,667
関係会社からの傭船契約譲渡 2,350
みなし配当 11,433
繰延ヘッジ損益 1,309
外国税額控除 2,888
債務保証損失 1,013
その他 6,243
繰延税金資産小計 192,033
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 △48,910
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △143,024
評価性引当額小計 △191,935
繰延税金資産合計 97

繰延税金負債
退職給付信託設定益 △2,727
その他有価証券評価差額金 △5,284
その他 △746
繰延税金負債合計 △8,759

繰延税金負債の純額 △8,661
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関連当事者との取引に関する注記
（単位：百万円）

属性 会社等の名称 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係

取引の内容
（注）１

取引金額
（注）２ 科目 期末残高

子会社 WHITE BEAR MARITIME LTD. 直接100％ 役員の兼任 債務保証 44,567 － －
船舶の傭船
債務保証

LAKLER S.A. 直接100％ 役員の兼任 債務保証 28,706 － －
債務保証

MOG-X LNG SHIPHOLDING S.A. 直接100％ 役員の兼任 債務保証 23,080 － －
債務保証

MOL CAMERON (NO.2) S.A. INC. 直接50％ 役員の兼任 債務保証 20,541 － －
債務保証

SAMBA OFFSHORE S.A. 直接100％ 役員の兼任 債務保証 17,964 － －
債務保証

MOL EURO-ORIENT SHIPPING S.A. 直接100％ 役員の兼任 債務保証 16,459 － －
船舶の傭船
債務保証

MOL BRIDGE FINANCE S.A. 直接100％ 役員の兼任 債務保証 14,147 － －
債務保証

KILIMANJARO CONTAINER CARRIERS S.A. 直接100％ 役員の兼任 債務保証 12,430 － －
船舶の傭船
債務保証

CLEOPATRA LNG SHIPPING CO., LTD. 直接70％ 役員の兼任 債務保証 11,639 － －
債務保証

NEFERTITI LNG SHIPPING CO., LTD. 直接70％ 役員の兼任 債務保証 10,567 － －
債務保証

MOG-Ⅸ LNG SHIPHOLDING S.A. 直接100％ 役員の兼任 債務保証 10,403 － －
船舶の傭船
債務保証

LINKMAN HOLDINGS INC. 直接100％ 役員の兼任 資金の貸付 28,805 短期貸付金 31,080
船舶の傭船 資金の借入 62,214 短期借入金 25,084
債務保証 債務保証 16,119
資金の貸付
資金の借入

株式会社宇徳 直接66.89％ 役員の兼任 資金の借入 10,035 短期借入金 10,625
間接0.66％ 資金の借入

CANOPUS MARITIME INC. 直接100％ 役員の兼任 リース債権 26,208
船舶の傭船 （注）３

ATLANTIS SHIPPING NAVIGATION S.A. 直接100％ 役員の兼任 リース債権 10,256
船舶の傭船 （注）３

TRAPAC, LLC. 間接100％ 契約解約金 契約解約金 4,198 － －
ダイビル株式会社 直接51.06％ 役員の兼任 固定資産売却 3,297 － －

間接0.00％ 固定資産売却
関連会社 SEPIA MV30 B.V. 直接20.6％ 役員の兼任 債務保証 24,031 － －

債務保証
LIBRA MV31 B.V. 直接20.6％ 役員の兼任 債務保証 21,351 － －

債務保証
AREA１ MEXICO MV34 B.V. 直接30％ 役員の兼任 債務保証 18,203 － －

債務保証
ARCTIC PURPLE LNG SHIPPING LTD. 直接50％ 役員の兼任 債務保証 13,641 － －

債務保証
ARCTIC GREEN LNG SHIPPING LTD. 直接50％ 役員の兼任 債務保証 12,924 － －

債務保証
ARCTIC BLUE LNG SHIPPING LTD. 直接50％ 役員の兼任 債務保証 12,276 － －

債務保証
LNG ROSE SHIPPING CO., LTD. 直接50％ 役員の兼任 債務保証 11,047 － －

債務保証
（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 債務保証については、金融機関等からの借入金に対するものであります。なお、保証料は保証先や保証形態等を勘案して決定しております。
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(2) 資金の貸付については、市場金利を勘案して決定しております。なお、担保は受け入れておりません。
(3) 資金の借入については、市場金利を勘案して決定しております。
(4) 資金の貸付の一部については、反復的な取引に係るものであり、取引金額は当期の平均貸付残高を記載しております。
(5) 資金の借入の一部については、反復的な取引に係るものであり、取引金額は当期の平均借入残高を記載しております。
(6) 契約解約金については、コンテナ船事業の統合に伴うターミナル契約の期限前解約に関連する費用として4,198百万円を計上しております。
(7) MOL BRIDGE FINANCE S.A.への債務保証に対し、当事業年度において7,732百万円の債務保証損失引当金繰入額を計上しており、当事

業年度末の債務保証損失引当金残高は7,732百万円であります。
(8) KILIMANJARO CONTAINER CARRIERS S.A.への債務保証に対する債務保証損失引当金として9,066百万円を計上しております。
(9) 固定資産売却については、東京都港区の土地・建物持分に関連するものであり、売却価格については当事者間において協議の上、外部不動

産鑑定士による鑑定評価額に基づき決定しております。
２．取引金額には消費税等が含まれておりません。
３．リース債権については、１年内返済予定リース債権も含めて記載しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 1,643円76銭
２．１株当たり当期純利益 132円05銭

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。

その他の注記
　記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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表４




