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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

(注）売上高及び営業利益は、日本の投資家の便宜を考慮し、日本の会計慣行に従い表示しているものです。 
      売上高は、当社及び連結子会社が契約当事者として行った取引額及び代理人として行った取引額の合計です。 
(注）税引前当期純利益は連結損益計算書の法人所得税及び持分法損益前利益と同じ内容です。 
(注）前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益については、 
      希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 税引前当期純利益
当社株主に帰属する当期純

利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 10,049,637 △4.1 254,603 △26.9 314,098 △24.0 307,926 △29.1
24年3月期 10,481,166 5.4 348,384 9.9 413,211 51.5 434,497 41.7

（注）包括利益 25年3月期 631,260百万円 （69.2％） 24年3月期 373,029百万円 （95.0％）

1株当たり当社株主に帰属
する当期純利益

潜在株式調整後1株当たり
当社株主に帰属する当期

純利益

株主資本当社株主
に帰属する当期純利

益率

総資産税引前当期
純利益率

売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 168.72 ― 10.6 3.2 2.5
24年3月期 238.10 ― 17.4 4.7 3.3

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  176,226百万円 24年3月期  232,090百万円

総資産 資本合計（純資産） 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 10,324,581 3,440,104 3,181,819 30.8 1,743.34
24年3月期 9,011,823 2,860,810 2,641,318 29.3 1,447.34

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 461,430 △753,297 221,635 1,425,174
24年3月期 380,984 △438,191 57,394 1,431,112

2.  配当の状況 

(注）配当方針については、26ページの（3）株主還元に関する基本方針をご覧下さい。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

株主資本配
当率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

24年3月期 ― 27.00 ― 28.00 55.00 100,397 23.1 4.0
25年3月期 ― 22.00 ― 21.00 43.00 78,493 25.5 2.7
26年3月期(予想) ― 25.00 ― 26.00 51.00 25.2

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26年3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

 

当社株主に帰属する当期純利益
1株当たり当社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 円 銭

通期 370,000 20.2 202.74



※  注記事項 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 有  

(注）詳細は、26ページの、3.その他の情報をご覧下さい。 

(2) 会計方針の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名） MMRD Gama Limitada 、 除外 1社 （社名）
欧州三井物産ホールディングス（株）
（Mitsui & Co. Europe Holdings PLC）)

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 1,829,153,527 株 24年3月期 1,829,153,527 株
② 期末自己株式数 25年3月期 4,027,206 株 24年3月期 4,204,441 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 1,825,019,130 株 24年3月期 1,824,888,914 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 4,182,193 △3.7 △132,182 ― 108,808 △57.7 83,366 △67.1
24年3月期 4,343,155 1.5 △106,713 ― 257,317 9.2 253,551 10.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

25年3月期 45.67 ―
24年3月期 138.90 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期 5,093,715 1,406,050 27.6 737.31
24年3月期 4,893,805 1,459,425 29.8 741.62

（参考） 自己資本 25年3月期  1,406,050百万円 24年3月期  1,459,425百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
当決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は完了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、現時点で当社が入手している情報を踏まえた仮定、予期及び見解に基づいており、当社とし
てその実現を約束する趣旨のものではありません。 
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
業績予想の前提となる仮定等については、21ページの(2)平成26年3月期事業計画を、将来に関する記述に係わる注意事項については26ページの【注意
事項】をご覧下さい。 
 
（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法） 
決算補足説明資料は当社ウェブサイトに掲載致します。また、当社は平成25年5月8日（水）に機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定であり、そ
の内容（和英）については、開催後速やかに当社ウェブサイトに掲載する予定です。 


