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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

　　　連結子会社の数 192社（注）

会社名

国　内 海　外

連結子会社

Dole International Holdings㈱ 伊藤忠インターナショナル会社
伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 伊藤忠欧州会社
伊藤忠エネクス㈱ 伊藤忠香港会社
㈱ファミリーマート 伊藤忠(中国)集団有限公司
タキロンシーアイ㈱ Orchid Alliance Holdings Limited
ポケットカード㈱ European Tyre Enterprise Limited
伊藤忠都市開発㈱ ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd
プリマハム㈱ ITOCHU FIBRE LIMITED
㈱ヤナセ
伊藤忠ロジスティクス㈱
伊藤忠食品㈱
コネクシオ㈱
㈱日本アクセス

〔連結注記表〕
〔連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記〕

１．連結計算書類の作成基準
　　　当社の連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して
　　おります。なお、同項後段の規定により、IFRSにより要請される記載及び注記の一部を省略しております。

２．連結の範囲及び持分法の適用に関する事項
 (1) 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

　　　主要な連結子会社の名称
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連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

　　　持分法適用会社の数 82社（注）

会社名

国　内 海　外

持分法適用会社

㈱オリエントコーポレーション C.P. Pokphand Co. Ltd.
東京センチュリー㈱
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱
不二製油グループ本社㈱
㈱デサント

 (2) 持分法適用会社の数及び主要な持分法適用会社の名称

　　　主要な持分法適用会社の名称

　　(注) 会社数には、親会社の一部と考えられる投資会社（154社）及び当社もしくは当社の海外現地法人が直接投資している会社を

除くその他の会社（488社）を含めておりません。

 (3) 主要な連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更

　　　除外
　　　　連 結 子 会 社  ：ITOCHU Coal Americas Inc.
　　　　持分法適用会社：日伯紙パルプ資源開発㈱、㈱スペースシャワーネットワーク、㈱GLコネクト、㈱Paidy

３．重要な会計方針

　　　「重要な会計方針の要約」注記に記載しております。
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連結財政状態計算書に関する注記

定期預金 5百万円
営業債権等 11,193
棚卸資産 14,763
投資及び長期債権 203,304
有形固定資産等 38,685

合計 267,950

借入金（短期） 11,007百万円
営業債務等 15,202
借入金（長期） 11,021
リース負債（短期及び長期） 116,318

合計 153,548

２．資産から直接控除した引当金
　　　営業債権等の流動資産から直接控除した貸倒引当金
　　　長期債権等の非流動資産から直接控除した貸倒引当金

21,518
36,303

百万円
百万円

３．有形固定資産の減価償却累計額及び減損損失累計額 1,727,235百万円

４．投資不動産の減価償却累計額及び減損損失累計額 39,175百万円

５．投資不動産の公正価値 47,833百万円

〔連結財政状態計算書に関する注記〕
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

 (2) 担保に係る債務
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連結財政状態計算書に関する注記

金融保証 取引履行保証 合計
　関連会社及び
　ジョイント・ベンチャーに対する保証
　　保証総額 84,943 2,880 87,823
　　実保証額 67,734 2,880 70,614
　一般取引先に対する保証
　　保証総額 23,527 38,842 62,369
　　実保証額 16,370 8,276 24,646
　合計
　　保証総額 108,470 41,722 150,192
　　実保証額 84,104 11,156 95,260

６．保証債務等
　当社及び子会社の当期末の関連会社及びジョイント・ベンチャー、並びに一般取引先に対する保証のそれぞれの保証総額及び実保
証額は次のとおりです。
　なお、保証総額とは、保証契約に係る最高支払限度枠の金額であり、当社及び子会社に支払義務が生じる可能性がある最大金額です。
また、実保証額とは、当該最高支払限度枠の範囲内で被保証先が認識した債務額に基づく金額であり、第三者が当社及び子会社に対
して差入れた再保証等がある場合に、これらを控除した実質的リスク負担額と考えられる金額です。

（単位：百万円）

　当社子会社のJAPÃO BRASIL MINÉRIO DE FERRO PARTICIPAÇÕES LTDA.（以下、「JBMF」という。）は、2015年11月に当

社持分法適用会社であったNacional Minérios S.A.（以下、「NAMISA社」という。）とNAMISA社の親会社であるブラジル鉄鋼大

手Companhia Siderúrgica Nacionalが保有するCasa de Pedra鉱山及び鉄道会社株式・港湾使用権との経営統合が実行されたこと

に伴い、現在CSN Mineração S.A.（以下、「CM社」という。）を「その他の投資」として保有しております。NAMISA社は、

2009年８月から2014年７月にわたる税務上ののれん償却について、2009年から2011年の所得に起因する法人税及び社会負担金に

関するタックス・アセスメントを2012年12月にブラジル税務当局より受領しており、これを引継いだCM社は、行政での不服申立

手続を終え、2017年９月にブラジリア連邦裁判所に提訴いたしました。また、CM社は2013年から2014年の所得に起因する法人税

及び社会負担金に関するタックス・アセスメントを2018年12月にブラジル税務当局より受領しており、2019年1月に行政での不服

申立手続を行っております。一連のタックス・アセスメントにつき、税務上ののれん償却が否認された場合のJBMFへの影響額は

34,875百万円であり、このうち、当社持分相当額は、延滞税及び加算税の18,610百万円を含めて24,290百万円です。税務訴訟を

引継いだCM社が本件に関して計上した債務はありません。
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連結持分変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記、１株当たり情報に関する注記

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2021年６月18日
定時株主総会 普通株式 65,447百万円 利益剰余金 44円 2021年３月31日 2021年６月21日

2021年11月5日
取締役会 普通株式 69,909百万円 利益剰余金 47円 2021年９月30日 2021年12月２日

決議予定 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 １株当たり
配当額 基準日 効力発生日

2022年６月24日
定時株主総会  普通株式 92,715百万円 利益剰余金 63円 2022年３月31日 2022年６月27日

〔連結持分変動計算書に関する注記〕
１．当期末の発行済株式総数は、普通株式1,584,889,504株であります。

２．剰余金の配当に関する事項

配当金支払額

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

〔金融商品に関する注記〕
１．金融商品の状況に関する事項

　当社及び子会社は、営業債権・債務、融資・保証、社債・借入金、投資及びデリバティブ等の金融商品を有しております。

　当社及び子会社は、世界各地で取引及び事業を展開しているため、以下に掲げる為替リスク、金利リスク、商品価格リスク、株価

リスク、信用リスク、及び流動性リスクによる影響を受ける可能性があります。当社及び子会社は、定期的なモニタリング等を通じ

てこれらのリスクを管理しております。

 (1) 為替リスク管理

　当社及び子会社は、輸出入取引が主要事業の一つであり、外貨建の取引において為替変動リスクにさらされております。そのため、

先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により、為替変動リスクの軽減に努めております。

 (2) 金利リスク管理

　当社及び子会社は、投資活動、融資活動及び営業取引に伴う資金の調達や運用において金利変動リスクにさらされております。そ

のため、投資有価証券や固定資産等の金利不感応資産のうち、変動金利にて調達している部分を金利変動リスクにさらされている金

利ミスマッチ額として捉え、金利が変動することによる損益額の振れを適切にコントロールするために金利変動リスクの定量化に取

組んでおります。

　また、定期的に金利動向を把握するとともに、「EaR（Earnings at Risk）」を用いて、金利変動による支払利息への影響額をモニ

タリングしております。
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連結持分変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記、１株当たり情報に関する注記

　当社及び子会社は、米ドルLiborを参照した金融商品を保有しているため、米ドルLiborの恒久的な公表停止に係る金利指標改革の

影響を受ける可能性があります。代替的な金利指標への移行を円滑に行うため、規制当局・市場の動向を注意深くモニタリングして

おります。なお、2023年６月末に恒久的に公表停止となる米ドルLiborの主要テナーを除き、当期末までに代替金利指標への移行は

完了しております。

 (3) 商品価格リスク管理

　当社及び子会社は、様々な商品の売繋ぎを基本とした実需取引を行っておりますが、相場動向を考慮し買越及び売越ポジションを

持つことで価格変動リスクにさらされる場合があります。そのため、棚卸資産、売買契約等を把握し、主要な商品についてはディビ

ジョンカンパニーごとにミドル・バックオフィスを設置し、個別商品ごとに商品バランス枠及び損失限度額の設定、モニタリング管

理を行うとともに、定期的なレビューを実施しております。

　なお、商品価格リスクに対しては商品先物・先渡契約等によるヘッジ取引を行うことでリスクの軽減に努めております。

 (4) 株価リスク管理

　当社及び子会社は、主に顧客・サプライヤー等との関係強化、または投資先への各種提案等を行うこと等による事業収益追求や企業

価値向上を図るため、市場性のある様々な株式を保有しており、これらの株式は株価変動のリスクにさらされております。そのため、

株価変動に伴う連結株主資本への影響額を定期的に把握、モニタリングするため、「VaR（Value at Risk）」を用いております。

 (5) 信用リスク管理

　当社及び子会社は、国内外の取引先に対し、営業債権、貸付金、保証その他の形で信用供与を行っております。取引先の信用状況

の悪化や経営破綻等により、これらの債権等が回収不能となる、あるいは、商取引が継続できないことにより、取引当事者としての

義務を果たせず、契約履行責任を負担することとなる等の信用リスクを有しております。そのため、当社及び子会社では、信用供与

の実施に際して、信用限度額の設定及び必要な担保・保証等の取得等を通じたリスク管理を行うことでリスクの軽減に努めるととも

に、取引先の信用力、回収状況及び滞留債権の状況等に基づいて予想信用損失を見積り、貸倒引当金を設定しております。なお、当

社及び子会社は、幅広い地域や業種に広がる多数の取引先と商取引を展開しており、特定の相手先に対して過度に集中した信用リス

クのエクスポージャーを有しておりません。

 (6) 流動性リスク管理

　当社及び子会社は、投資活動、融資活動及び営業取引に伴う資金の調達・運用や返済支払において、流動性リスクにさらされてお

ります。そのため、金融情勢の変化に対応した資金調達の機動性の確保と資金コストの低減を目指すとともに、調達先の分散や調達

手段の多様化を図っております。
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連結持分変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記、１株当たり情報に関する注記

帳簿価額 公正価値
　金融資産

　FVTPL金融資産
　FVTOCI金融資産
　デリバティブ資産
　長期債権及び投資・債権以外の長期金融資産
　（デリバティブ資産を除く）

　金融負債
　　デリバティブ負債
　　社債及び借入金（長期）及びその他の長期金融負債
　　（デリバティブ負債を除く）

100,926
864,112
90,877

346,580

80,250
2,432,687

100,926
864,112
90,877

344,714

80,250
2,432,140

２．金融商品の公正価値等に関する事項

　当期末の金融商品の帳簿価額、公正価値は次のとおりです。
（単位：百万円）

(注) 連結財政状態計算書の「長期債権」のうち、CITIC Limited株式取得に係るChia Tai Bright Investment 
Company Limited（以下、「CTB」という。）への株主融資については上記には含めず、後述(4)に当該金融商品
に関する情報を記載しております。

 (1) 金融商品の公正価値の評価手法
　IFRS第13号「公正価値測定」では、公正価値の定義を「測定日時点で市場参加者間で秩序ある取引が行われた場合に、資産の売却
によって受取るであろう価格または負債の移転のために支払うであろう価格」としたうえで、公正価値を、その測定のために使われ
るインプット情報の外部からの観察可能性に応じて、次の３つのレベルに区分することを規定しております。
・レベル１：活発な市場における同一資産または同一負債に係る相場価格を無調整で採用しているもの
・レベル２：レベル１に含まれる相場価格以外の、直接的または間接的に外部から観察可能なインプット情報を用いて算定される
　　　　　　公正価値
・レベル３：外部から観察不能なインプット情報を用いて算定される公正価値

　当社及び子会社の経常的な公正価値の評価手法は次のとおりです。
　FVTPL金融資産、またはFVTOCI金融資産に分類される金融商品は、株式及び債券と、オルタナティブ投資等により構成されてお
ります。取引所に上場されている銘柄は、当該取引相場価格を公正価値として使用しております。このうち、取引が頻繁に行われて
いる活発な市場での相場価格が入手できるものはレベル１に分類し、取引頻度が少ない市場での相場価格相当を使用しているものは
レベル２に分類しております。取引所に上場されていない銘柄は、当該投資先の将来の収益性の見通し及び対象銘柄の純資産価額、
当該投資先が保有する主要資産の定量的情報等のインプット情報を総合的に考慮し、割引キャッシュ・フロー法、修正純資産法等を
用いて公正価値を測定しております。なお、公正価値の測定に際し、観察不能なインプット情報による影響額が重要な割合を占める
ものについてはレベル３に分類し、観察不能なインプット情報による影響額が重要な割合を占めないものについてはレベル２に分類
しております。
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連結持分変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記、１株当たり情報に関する注記

　連結財政状態計算書において、FVTPL金融資産、またはFVTOCI金融資産に分類される金融商品は、「その他の短期金融資産」
及び「その他の投資」に含まれております。

　デリバティブ資産及びデリバティブ負債は、主として為替デリバティブ、金利デリバティブ、商品デリバティブにより構成されて
おります。このうち、取引所にて取引が行われているものは当該取引相場価格を公正価値として使用し、レベル１に分類しております。上
記以外のデリバティブについては、外部より観察可能なインプット情報のみに基づき、ブラック・ショールズ・モデル等の一般的な
公正価値算定モデルを用いて公正価値を測定し、レベル２に分類しております。
　連結財政状態計算書において、デリバティブ資産は、「その他の短期金融資産」及び「投資・債権以外の長期金融資産」に含まれ
ており、デリバティブ負債は、「その他の短期金融負債」及び「その他の長期金融負債」に含まれております。

　「長期債権」及び「投資・債権以外の長期金融資産」（デリバティブ資産を除く）の公正価値は、同程度の信用格付けを有する貸付金
または顧客に同一の残存期間で同条件の貸付または信用供与を行う場合に現在適用される市場での金利に基づいて、将来のキャッシュ・
フローを割引くことにより見積っており、レベル２に分類しております。また、貸倒引当金を設定している「長期債権」及び「投資・
債権以外の長期金融資産」についてはレベル３に分類しております。

　「社債及び借入金（長期）」及び「その他の長期金融負債」（デリバティブ負債を除く）の公正価値は、同一の残存期間を有する債
務を当社が調達する場合に現在適用される市場での金利に基づいて、将来のキャッシュ・フローを割引くことにより見積もっており、
レベル２に分類しております。

　なお、「その他の短期金融資産」に含まれる有価証券及び「その他の投資」において償却原価で測定される金融資産は主に公社債
であり、帳簿価額と公正価値は、ほぼ同額となっております。
　また、上記以外の流動金融資産及び負債については、主として満期または決済までの期間が短期で構成されており、帳簿価額と公
正価値は、ほぼ同額となっております。

　当社及び子会社は、当社が定めた公正価値の測定方針及び手続に基づき、公正価値測定の対象となる資産及び負債の性質及び特徴
並びにリスクを最も適切に反映できる評価技法及びインプット情報を用いて公正価値を測定しております。レベル３に分類された金
融資産は割引キャッシュ・フロー法、修正純資産法等により評価しております。なお、公正価値測定の結果については、各ディビジョン
カンパニーごとに適切な権限者により承認されております。
　割引キャッシュ・フロー法により評価されレベル３に分類された主なものの公正価値は、割引率等の上昇／低下により減少／増加
します。割引率は金融資産ごとに決定され、リスクフリーレートにカントリーリスクプレミアム等を加味した率（７～16％程度。但し、
ロシアでの資源関連投資についてはカントリーリスクの高まりを反映した割引率）で算定しております。
　観察不能なインプット情報を合理的に考えうる代替的な仮定に変更した場合に公正価値の著しい変動は見込まれておりません。
　なお、当社及び子会社は、資産・負債のレベル間の振替は、振替のあった各四半期末時点で認識しております。
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連結持分変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記、１株当たり情報に関する注記

レベル1 レベル2 レベル3 合計
　金融資産

　FVTPL金融資産
　FVTOCI金融資産
　デリバティブ資産

　金融負債
　　デリバティブ負債

6,391
521,161
11,062

17,876

26,921
ー

79,815

62,374

67,614
342,951

ー

ー

100,926
864,112
90,877

80,250

FVTPL金融資産 FVTOCI金融資産
期首 59,077 279,548
包括利益合計 15,174 43,319
　当期純利益（有価証券損益）に含まれるもの 15,174 ー
　その他の包括利益（FVTOCI金融資産）に含まれるもの ー 27,327
　その他の包括利益（為替換算調整額）に含まれるもの ー 15,992
購入 7,467 19,199
売却 △10,900 △60,172
レベル3からの振替 △260 △498
その他 △2,944 61,555
期末 67,614 342,951
当期末において保有する資産に係る
「有価証券損益」

8,956 ー

 (2) 公正価値で測定される金融商品に係る当期末の公正価値のレベル別内訳
（単位：百万円）

 (3) レベル3に分類されたものに係る当期の増減の内訳
（単位：百万円）

(注１) 当期に認識された「レベル３からの振替」は、保有銘柄の上場等に伴い、その取引相場価格により公正価値を測定すること
が可能となったことによるものです。

(注２) 当期のFVTOCI金融資産に係る「その他」の増加は、主として㈱Paidyが、「持分法で会計処理されている投資」から
「その他の投資」（FVTOCI金融資産）へ区分変更されたことによるものです。また、FVTOCI金融資産に係る「売却」の
減少は、主として「その他の投資」（FVTOCI金融資産）へ区分変更された㈱Paidyが売却されたことによるものです。
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連結持分変動計算書に関する注記、金融商品に関する注記、１株当たり情報に関する注記

 (4) CITIC Limited株式取得に係るCTBへの株主融資
　当社とCharoen Pokphand Group Company Limitedがそれぞれ50％ずつ出資しているCTBは、CITIC Limitedが発行する同社
の普通株式の20％に相当する5,818百万株を保有しており、同社を持分法適用会社としております。当社は、CTBのCITIC Limited
株式取得に係る必要資金の調達のため、投資及び株主融資を行っております。
　当期末のCITIC Limited株式取得に係るCTBへの投資残高及び株主融資残高は、それぞれ514百万米ドル（62,870百万円）、
4,446百万米ドル（544,182百万円）となります。当該株主融資残高は、連結財政状態計算書の「長期債権」に含めて表示して
おります。
　なお、香港証券取引所のCITIC Limited株式の当期末の終値は１株当たり8.71香港ドルであり、当該株価にCTBが保有する
CITIC Limitedの株式数を乗じた金額は、50,675百万香港ドル（792,606百万円）となります。また、当該金額に当社のCTBに
対する出資比率である50％を乗じた金額は、25,338百万香港ドル（396,303百万円）となります。

１株当たり株主資本 2,857円50銭

基本的１株当たり当社株主に帰属する当期純利益

希薄化後１株当たり当社株主に帰属する当期純利益

552円86銭
552円86銭

〔１株当たり情報に関する注記〕

(注) 株式給付型ESOP信託口及び役員報酬BIP信託口が所有する当社株式は、連結財政状態計算書上の自己株式として処理しており、上記

１株当たり情報の算出において控除する自己株式に含めております。
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収益認識に関する注記

繊維 機械 金属
エネルギー・
化学品

食料

外部顧客からの収益 444,750 1,193,976 1,043,071 2,864,111 4,293,543
セグメント間内部収益 13 84 － 38,624 11,886
収益合計 444,763 1,194,060 1,043,071 2,902,735 4,305,429

住生活 情報・金融 第８
その他及び
修正消去

連結合計

外部顧客からの収益 1,036,990 863,997 457,920 94,990 12,293,348
セグメント間内部収益 21,883 13,077 1,942 △87,509 －
収益合計 1,058,873 877,074 459,862 7,481 12,293,348

〔収益認識に関する注記〕
１．収益の分解
　当社は、担当する業界、並びに主として取扱う商品及びサービスに応じて、繊維、機械、金属、エネルギー・化学品、食料、住生活、
情報・金融、第８の８つのディビジョンカンパニーを設け、当該８つのディビジョンカンパニーがそれぞれ、分掌する事業領域を統
括する責任を負う体制としております。当社の経営者は、当該ディビジョンカンパニーをセグメント単位として経営戦略、経営資源
の配分を決定し、業績管理についても、「収益」や「当社株主に帰属する当期純利益」をはじめとするいくつかの指標に基づき、当
該ディビジョンカンパニーを単位として実施しております。
　以上に鑑み、当社は、当該８つのディビジョンカンパニーを報告セグメントとしております。
　当期の収益の内訳は次のとおりです。

（単位：百万円）

(注)「外部顧客からの収益」は、顧客との契約から生じた収益及びその他の源泉から生じた収益が含まれております。その他の
　　源泉から生じた収益には、主に原油、天然ガス等のエネルギートレードによる収益、リースに関する収益がありますが、
　　金額に重要性はありません。
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収益認識に関する注記

期首残高 期末残高

顧客との契約から生じた債権 2,122,815 2,458,991

契約資産 19,124 27,665

契約負債 133,127 151,027

２．契約残高
（単位：百万円）

　当社及び子会社が通常の営業活動において、顧客に移転した財またはサービスと交換に受取る対価に対する権利のうち、時の経過
以外の条件が付されているものを、契約資産として表示しております。契約資産は通常、顧客が対価を支払う、または支払期限が到
来する前に当社及び子会社が財またはサービスを顧客へ移転する場合に増加し、当社及び子会社が顧客へ請求することにより減少し
ます。当期の契約資産残高の増加は、主として履行義務の充足の進捗によるものです。
　当社及び子会社が通常の営業活動において、顧客に財またはサービスを移転する義務のうち、顧客から対価を受取っている、また
は対価の期限が到来しているものを、契約負債として表示しております。契約負債は通常、当社及び子会社が財またはサービスを顧
客に移転する前に、顧客から対価を受取った場合に増加し、当社及び子会社が履行義務を充足することにより減少します。当期の契
約負債残高の増加は、主として前受金の増加によるものです。
　当期に認識した収益のうち、当期首の契約負債残高に含まれていたものは、109,259百万円です。
　また、当期において、過去の期間に充足した履行義務から認識した収益の金額に重要性はありません。

３．残存履行義務
　当期末現在、残存履行義務に配分した取引価格の総額は、エネルギー取引、鉄鉱石取引、システム開発取引、船舶取引を中心に総
額885,538百万円です。当該取引は契約の履行に応じ、今後概ね３年間にわたって収益認識される予定です。
　なお、当該金額は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき、実務上の便法を用いて、個別の予想契約期間が１年を
超える取引について開示しております。

４．顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産
　顧客との契約の獲得または履行のためのコストから認識した資産及びその償却費について、金額に重要性はありません。
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重要な会計方針の要約

〔重要な会計方針の要約〕
１．連結の基礎
 (1) 企業結合

　当社及び子会社は、IFRS第３号「企業結合」に基づき、取得法により会計処理を行っております。すなわち、企業結合当事者のうち、い
ずれかの企業を取得企業として、被取得企業において取得時に識別可能な資産及び負債を公正価値（但し、繰延税金資産、繰延税金
負債、並びに従業員給付に係る資産及び負債等、IFRS第３号「企業結合」により公正価値以外で測定すべきとされている資産及び負
債については、IFRS第３号「企業結合」に規定する価額）で認識し、既保有持分を取得時の公正価値で再測定し、非支配持分を取得
時の公正価値または被取得企業の識別可能な純資産の非支配持分の比例持分で測定したうえで、移転された対価、再測定後の既保有
持分価額及び非支配持分の合計から識別可能な資産及び負債の価額の合計を差引いたものを、のれんとして認識しております。また、バー
ゲンパーチェス取引となる場合、すなわちIFRS第３号「企業結合」に基づき測定された識別可能な資産及び負債の価額の合計が取得
価額、再測定後の既保有持分価額及び非支配持分の合計を上回る場合は、当該差額を純損益で認識しております。
　企業結合を達成するために取得企業で発生したコストは、負債性金融商品及び資本性金融商品の発行に関連する費用を除き、発生
時に費用処理しております。
　企業結合が生じた連結会計年度末までに企業結合の当初の会計処理が完了していない場合、当該完了していない項目については最
善の見積りに基づく暫定的な金額で測定しております。当社及び子会社は、取得日から最長１年間を当該暫定的な金額を修正するこ
とができる期間（以下、「測定期間」という。）とし、測定期間中に入手した新たな情報が、取得日時点で認識された金額の測定に
影響を及ぼすものである場合には、取得日時点で認識した暫定的な金額を遡及的に修正しております。

 (2) 子会社
　子会社とは、当社により支配されている企業をいいます。当社及び子会社により支配されているかどうかの判断にあたっては、議
決権の保有状況の他、実質的に行使可能な潜在的議決権の存在、あるいは取締役の過半が当社及び子会社より派遣されている社員で
占められているか等、支配の可能性を示す諸要素を総合的に勘案して決定しております。
　子会社の財務諸表は、取得日から支配喪失日までの間、当社の連結計算書類に連結しております。子会社の会計方針が当社が採用
する会計方針と異なる場合は、当社が採用する会計方針と整合させるため、必要に応じ、修正を加えております。
　連結計算書類には、当社と決算期を統一することが、子会社の所在する現地の法制度上不可能である等の理由により、当社の報告
期間の末日と異なる報告期間の末日で作成された子会社の財務諸表が一部含まれておりますが、当該子会社の報告期間の末日と当社
の報告期間の末日の差異が３か月を超えることはありません。連結計算書類の作成に用いる子会社の財務諸表の報告期間の末日が当
社の報告期間の末日と異なる場合、当該子会社の報告期間の末日と当社の報告期間の末日との間に生じた重要な取引または事象につ
いては、調整を行っております。
　支配を継続する中での持分買増及び売却等による子会社持分の変動については、資本取引として会計処理し、当該処理に係る非支
配持分の増減額と対価の公正価値との差額は、株主資本に直接認識しております。

 (3) 支配の喪失
　子会社に対する支配を喪失した場合には、当該子会社の資産及び負債、当該子会社に係る非支配持分の認識を中止し、売却持分に
係る売却損益を純損益として認識するとともに、支配喪失後も継続して保有する残余持分について支配喪失日の公正価値で再測定し、
当該評価差額をその期の純損益として認識しております。

 (4) 共通支配下での企業結合
　すべての企業結合当事者が企業結合前及び企業結合後いずれにおいても当社及び子会社の支配下にある企業結合については、移転
元の資産及び負債の帳簿価額を移転先に引継ぐ処理を行っております。
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重要な会計方針の要約

 (5) 関連会社及びジョイント・ベンチャー
　関連会社とは、当社及び子会社が当該企業の経営戦略及び財務方針等に対し、支配までには至らないが重要な影響力を有している、
ジョイント・ベンチャーあるいはジョイント・オペレーション以外の企業をいいます。重要な影響力を有しているかどうかの判定に
あたっては、議決権の保有状況（被投資会社の議決権の20％以上50％以下を直接的または間接的に所有している場合は、当該企業に
対して重要な影響力を有していると推定する。）、実質的に行使可能な潜在的議決権の存在、あるいは全取締役のうち当社及び子会
社より派遣されている社員が占める割合等の諸要素を総合的に勘案して決定しております。
　共同支配（以下、「ジョイント・アレンジメント」という。）とは、複数の当事者が共同支配により経済活動を行う契約上の取決
めがあり、重要な意思決定が支配を共有している当事者の全員一致の合意を必要とする場合をいいます。
　ジョイント・ベンチャーとは、ジョイント・アレンジメントのうち、事業を各投資企業から独立した事業体が担っており、各投資
企業は当該事業体の純資産に対してのみ権利を有するものをいいます。
　関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資は、持分法を適用し、取得原価に、取得時以降に投資先が計上した純損益及び
その他の包括利益のうち、当社及び子会社の持分に相当する額を当社及び子会社の純損益及びその他の包括利益として認識するとと
もに、投資価額を増額または減額する会計処理を行っております。関連会社及びジョイント・ベンチャーの取得に伴い認識されるの
れんについては、当該残高を投資の帳簿価額に含めております。また、関連会社及びジョイント・ベンチャーから受取った配当金に
ついては、投資価額より減額しております。関連会社及びジョイント・ベンチャーの会計方針が当社が採用する会計方針と異なる場
合は、当社が採用する会計方針と整合させるため、必要に応じ、修正を加えております。
　連結計算書類には、関連会社を支配する株主及びジョイント・ベンチャーの他のパートナーが当社と異なる報告期間を採用している、あ
るいは当社と決算期を統一することが当該関連会社及びジョイント・ベンチャーの所在する現地の法制度上不可能である等の理由に
より、報告期間の末日を統一することが実務上不可能であるため、当社の報告期間の末日と異なる関連会社及びジョイント・ベンチ
ャーに対する投資が含まれております。当該関連会社及びジョイント・ベンチャーの報告期間の末日と当社の報告期間の末日の差異
が３か月を超えることはありません。報告期間の末日の差異により生じる期間の重要な取引または事象については、調整を行ってお
ります。
　関連会社またはジョイント・ベンチャーに対する重要な影響力を喪失し、持分法の適用を中止する場合は、売却持分に係る売却損
益を純損益として認識するとともに、残存している持分について公正価値で再測定し、当該評価差額をその期の純損益として認識し
ております。

 (6) ジョイント・オペレーション
　ジョイント・オペレーションとは、ジョイント・アレンジメントに参加している投資企業が、関連する資産に対する権利及び負債
に対する義務を直接的に有しているものをいいます。
　連結計算書類には、ジョイント・オペレーションに関して当社及び子会社が権利を有する資産、当社及び子会社が負担する負債及び
費用、並びに稼得した収益のうちの当社及び子会社の持分相当額が含まれております。

 (7) 連結上消去される取引
　当社及び子会社相互間の債権債務残高及び取引高、並びに当社及び子会社相互間の取引により発生した内部未実現損益は、連結計
算書類の作成に際して消去しております。
　当社及び子会社と関連会社及びジョイント・ベンチャーとの取引により生じる内部未実現損益については、当社及び子会社の持分
相当額を消去しております。
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２．外貨換算
 (1) 外貨建取引

　外貨建取引は、取引日の直物外国為替レートで機能通貨に換算しております。
　期末日の外貨建貨幣性資産及び負債は、期末日の直物外国為替レートで機能通貨に再換算しております。外貨建の公正価値で測定
されている非貨幣性項目は、公正価値が決定された日の直物外国為替レートで機能通貨に再換算しております。
　再換算によって生じる為替差額は、純損益として認識しております。但し、取得後の公正価値変動をその他の包括利益に計上する
資本性金融資産の再換算により発生した差額、及びキャッシュ・フロー・ヘッジから生じる換算差額については、その他の包括利益
として認識しております。

 (2) 在外子会社、在外関連会社及びジョイント・ベンチャーの外貨建財務諸表の換算
　在外子会社、在外関連会社及びジョイント・ベンチャー（以下、総称して「在外営業活動体」という。）の外貨建財務諸表を換算
するにあたっては、資産・負債について期末日の直物外国為替レートを適用し、収益・費用について連結会計期間の期中平均外国為
替レートを適用しております。
　在外営業活動体の外貨建財務諸表を換算するにあたって生じた差額は、連結包括利益計算書のその他の包括利益（「為替換算調整
額」に表示）として認識しております。
　当該在外営業活動体に係る為替換算調整額は、在外営業活動体の処分時において、処分による利得または損失が認識される時点で
純損益に振替えております。但し、為替換算調整額のうち非支配持分に帰属していた部分については、非支配持分を増減しております。

 (3) 在外営業活動体に対する純投資のヘッジ
　当社及び子会社は、一部の在外営業活動体に対する純投資において、在外営業活動体の機能通貨と親会社の機能通貨との間に発生
する為替換算調整額についてヘッジ会計を適用しております。
　在外営業活動体に対する純投資のヘッジ手段に係る公正価値変動のうち、ヘッジの有効部分は、連結包括利益計算書のその他の包
括利益（「為替換算調整額」に表示）として認識しております。ヘッジの非有効部分については、純損益として認識しております。
　その他の包括利益に計上したヘッジ手段に係る公正価値変動は、在外営業活動体の処分時に、処分損益の一部として純損益に振替
えております。

３．金融商品
 (1) デリバティブを除く金融資産

　当社及び子会社は、デリバティブを除く金融資産について、IFRS第９号「金融商品」に基づき、営業債権及びその他の債権は発生
日に、それ以外の金融資産の通常の売買は約定日に当初認識しております。デリバティブを除く金融資産の分類及び測定モデルの概
要は次のとおりです。
　当該金融資産の当初認識時点において、以下２つの要件をともに満たすものを償却原価で測定される金融資産に分類し、それ以外
のものを公正価値で測定される金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローの回収を目的とした事業モデルのもと当該資産を保有していること
・契約上のキャッシュ・フローが、元本及び元本残高に対する利息の支払のみにより構成され、かつ、発生する日が特定されている

こと
　償却原価で測定される金融資産は、当初認識時点において、取得に直接関連する費用を公正価値に加えた価額で測定し、各期末日
において、実効金利法に基づく償却原価で測定しております。

15



2022/05/17 14:13:04 / 21824844_伊藤忠商事株式会社_招集通知：Web開示

重要な会計方針の要約

　公正価値で測定される金融資産は、取得後の公正価値変動を純損益に計上する金融資産（以下、「FVTPL金融資産」という。）と
取得後の公正価値変動をその他の包括利益に計上する金融資産（以下、「FVTOCI金融資産」という。）に分類しております。
　公正価値で測定される金融資産のうち、資本性金融資産については、短期的な売却により差益を得ることを目的としたものは
FVTPL金融資産に分類し、それらを除く、主として取引関係の強化を目的として長期的に保有する資本性金融資産等については
FVTOCI金融資産に分類しております。一方、公正価値で測定される負債性金融資産については、以下２つの要件をともに満たすも
のをFVTOCI金融資産に分類し、それ以外のものをFVTPL金融資産に分類しております。
・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方を目的とした事業モデルのもと当該資産を保有していること
・契約上のキャッシュ・フローが、元本及び元本残高に対する利息の支払のみにより構成され、かつ、発生する日が特定されている

こと
　公正価値で測定される金融資産は、当初認識時点において、公正価値で測定しております。取得に直接関連する費用について、
FVTOCI金融資産は当初認識額に含めておりますが、FVTPL金融資産は発生時に純損益として認識し、当初認識額には含めておりま
せん。
　公正価値で測定される金融資産は、各期末日において公正価値で再測定しております。公正価値の変動額については、FVTPL金融
資産は純損益、資本性のFVTOCI金融資産は連結包括利益計算書のその他の包括利益（「FVTOCI金融資産」に表示）として認識し
ております。一方、負債性のFVTOCI金融資産は、公正価値の変動額から為替差損益と減損損失（及び戻入れ）を除いたものを、そ
の他の包括利益（「FVTOCI金融資産」に表示）として認識しております。また、資本性金融資産に係る受取配当金は、FVTPL金融
資産、FVTOCI金融資産のいずれにおいても、純損益で認識しております。
　資本性のFVTOCI金融資産を売却した場合は、直近の簿価と受取った対価との差額を、連結包括利益計算書のその他の包括利益
（「FVTOCI金融資産」に表示）として認識するとともに、連結財政状態計算書において当該FVTOCI金融資産について売却までに
認識したその他の資本の構成要素（「FVTOCI金融資産」に表示）の残高を利益剰余金に振替えております。一方、負債性の
FVTOCI金融資産を売却した場合は、直近の簿価と受取った対価との差額を、純損益として認識するとともに、連結財政状態計算書
において当該FVTOCI金融資産について売却までに認識したその他の資本の構成要素（「FVTOCI金融資産」に表示）の残高を純損
益に振替えております。
　金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する権利が消滅した場合、または金融資産から生じるキャッシュ・フローを享受する
権利を譲渡した場合において、すべてのリスクと経済価値を実質的に移転した場合については、金融資産の認識を中止しております。

 (2) 現金同等物
　現金同等物には、流動性の高い、容易に換金可能で、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない短期投資（当初決済期日
が３か月以内）及び短期の定期預金（当初満期日が３か月以内）等が含まれております。

 (3) デリバティブを除く金融負債
　デリバティブを除く金融負債は、契約上の義務が発生した時点において、公正価値から当該金融負債発生に直接関連する費用を控
除した価額で測定しております。
　デリバティブを除く金融負債は、公正価値で測定されるものと、償却原価で測定されるものに分類されます。公正価値で測定され
る金融負債は、各期末日において公正価値で再測定し、公正価値の変動は純損益として計上しております。また、償却原価で測定さ
れる金融負債は、実効金利法に基づく償却原価で測定しております。
　債務者が債権者に支払い、債務を免除された時点、または契約中に債務が免責、取消、または失効となった時点で、金融負債の認
識を中止しております。
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 (4) デリバティブ及びヘッジ活動
　当社及び子会社は、主として、為替変動リスク、金利変動リスク、あるいは商品相場変動リスク等をヘッジする目的で為替予約契
約、金利スワップ契約及び商品先物契約等をはじめとするデリバティブを保有しております。デリバティブについては、その保有目
的や保有意思にかかわらず公正価値で資産または負債として認識しております。デリバティブの公正価値の変動額は、そのデリバテ
ィブの使用目的及び結果としてのヘッジ効果の有無に従って、次のとおり処理しております。
・既に認識された資産もしくは負債、または未認識の確定約定の公正価値の変動に対するヘッジであり、ヘッジ対象とヘッジ手段と

の間に経済的関係がある等、ヘッジ関係が有効性の要求を満たし、かつ、ヘッジの開始時に、ヘッジ関係並びにリスク管理目的及
びヘッジの実行に関する戦略が文書により指定されているものについては、公正価値ヘッジとして指定し、デリバティブの公正価
値の変動をヘッジ対象の公正価値の変動とともに純損益（または資本性のFVTOCI金融資産をヘッジ対象として指定する場合は、
その他の包括利益）として認識しております。

・予定取引または既に認識された資産もしくは負債に関連して発生する将来キャッシュ・フローの変動に対するヘッジであり、ヘッ
ジ対象とヘッジ手段との間に経済的関係がある等、ヘッジ関係が有効性の要求を満たし、かつ、ヘッジの開始時に、ヘッジ関係並
びにリスク管理目的及びヘッジの実行に関する戦略が文書により指定されているものについては、キャッシュ・フロー・ヘッジと
して指定し、デリバティブの公正価値の変動を連結包括利益計算書のその他の包括利益（「キャッシュ・フロー・ヘッジ」に表
示）として認識しております。当該会計処理は、ヘッジ対象に指定された未認識の予定取引、または既に認識された資産もしくは
負債に関連して発生する将来キャッシュ・フローの変動が実現するまで継続しております。また、ヘッジの効果が有効でない部分
は、純損益として認識しております。

・在外営業活動体に対する純投資のヘッジ手段に係る公正価値変動については、「２．外貨換算 (3)在外営業活動体に対する純投資の
ヘッジ」に記載する処理を行っております。

・上記以外のデリバティブの公正価値の変動については、純損益として認識しております。
　当社及び子会社は、上記公正価値ヘッジ、キャッシュ・フロー・ヘッジ及び在外営業活動体に対する純投資のヘッジを適用するに
あたり、ヘッジ対象とヘッジ手段との間の経済的関係を判断するために、ヘッジ開始時において及びその後も継続して、デリバティ
ブがヘッジ対象の公正価値または将来キャッシュ・フローの変動の影響を有効に相殺するかどうかについて、評価を行っております。
　ヘッジ会計は、ヘッジ関係が適格要件を満たさなくなった時点で将来に向かって中止しております。

 (5) 金融資産及び負債の表示
　以下のいずれの要件にも該当する場合には、金融資産と金融負債を相殺し、純額を連結財政状態計算書上に表示しております。
・認識された金額を相殺することについて、法的に強制可能な権利を現在有している
・純額で決済する、あるいは資産の実現と債務の決済を同時に実行する意図を有している

４．棚卸資産
　棚卸資産は主として、商品、製品、販売用不動産、原材料及び貯蔵品、仕掛品から構成されております。
　トレーディング目的以外で保有する棚卸資産については、原価と正味実現可能価額のいずれか低い額で測定し、棚卸資産の再測定
による帳簿価額の変動額は売上原価として認識しております。正味実現可能価額は、売約価額または通常の営業過程での予想売価か
ら完成までに要する見積原価及び見積販売費用を控除した額で算定しております。
　トレーディング目的で保有する棚卸資産については、販売費用控除後の公正価値で測定し、公正価値の変動額は発生した期の純損
益として認識しております。
　棚卸資産の原価は、個々の棚卸資産に代替性がない場合には、個別法に基づき算定し、個々の棚卸資産に代替性がある場合には、
主として加重平均法に基づいて算定しております。
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５．有形固定資産
 (1) 認識及び測定

　有形固定資産は、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
　取得原価には、設置費用及び稼働可能な状態にするために必要とされる直接付随費用、将来の解体・除去費用及び敷地の原状回復
費用の見積額、及びIAS第23号「借入コスト」に基づき、資産計上すべき借入コストが含まれております。
　有形固定資産において、それぞれ異なる複数の重要な構成要素を識別できる場合は、当該構成要素ごとに残存価額、耐用年数及び
減価償却方法を判定し、別個の有形固定資産項目として会計処理しております。
　有形固定資産の処分時には、正味の受取額と資産の帳簿価額との差額を純損益として認識しております。

 (2) 減価償却
　使用権資産以外の有形固定資産は、土地等の償却を行わない資産を除き、当該資産が使用可能な状態となったときから、主とし
て、当該資産の見積耐用年数（建物及び構築物は２年～60年、機械装置及び車両は２年～33年、器具備品及び事務機器は２年～20
年）に基づく定額法、もしくは生産高比例法により減価償却を行っております。使用権資産は、見積耐用年数とリース期間のいずれ
か短い期間にわたって、定額法で減価償却を行っております。
　有形固定資産の残存価額、耐用年数及び減価償却方法については、毎期末見直しを行い、必要に応じて改定しております。

６．投資不動産
　投資不動産とは、賃貸収入、不動産相場の値上がりに伴う転売益、もしくはその両者を得ることを目的として保有される不動産を
いい、通常の営業過程で販売する不動産や、商品またはサービスの製造・販売、またはその他の管理目的で使用する不動産は含まれ
ておりません。
　投資不動産については、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
　使用権資産以外の投資不動産は、土地等の償却を行わない資産を除き、当該資産が使用可能な状態となったときから、主として、
当該資産の見積耐用年数（２年～50年）に基づく定額法により減価償却を行っております。使用権資産は、見積耐用年数とリース期
間のいずれか短い期間にわたって、定額法で減価償却を行っております。

７．のれん及び無形資産
 (1) のれん

　のれんは、償却を行わず、少なくとも年に１度、更には減損の可能性を示す事象または状況の変化が生じた場合はその都度、資金
生成単位を基礎とした減損テストを実施しております。

 (2) 無形資産
　無形資産は、原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。また、開発活
動による支出について、信頼性をもって測定可能であり、開発の結果により将来経済的便益を得られる可能性が高く、かつ当社及び
子会社が当該開発を完了させ、成果物を使用または販売する意図及び十分な資源を有している場合においては、当該開発活動による
支出を無形資産として認識しております。
　無形資産は、耐用年数が確定できないものを除き、当該資産が使用可能な状態となったときから、主として、見積耐用年数（商標
権及びその他無形資産は５年～42年、ソフトウエアは３年～５年）に基づく定額法により、償却を行っております。各会計期間に配
分された償却費は、純損益として認識しております。
　無形資産の残存価額、耐用年数及び償却方法については、毎期末見直しを行い、必要に応じて改定しております。
　当社及び子会社は、一部の商標権等について耐用年数を確定できない無形資産を有しております。耐用年数を確定できない無形資
産については、償却を行わず、少なくとも年に１度、更には減損の可能性を示す事象または状況の変化が生じた場合はその都度、資
金生成単位を基礎とした減損テストを実施しております。
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８．リース
　当社及び子会社は、IFRS第16号「リース」に基づき、契約がリースであるか否か、またはその契約にリースが含まれているか否か
について、法的な契約形態がリース契約となっているかどうかにかかわらず、取引の経済実態を検討のうえ、判断し、次のとおり処
理しております。

 (1) 借手リース
　契約がリースであるかまたはリースを含んでいる場合、リース開始日に使用権資産及びリース負債を認識しております。
　リース負債は、支払われていないリース料の現在価値で測定しております。リース料は、実効金利法に基づき金融費用とリース負
債の返済に配分し、金融費用は連結包括利益計算書の「支払利息」に含めて表示しております。
　使用権資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した価額を連結財政状態計算
書の「有形固定資産」及び「投資不動産」に含めて表示しております。取得原価には、リース負債の当初測定の金額に加えて当初直
接コスト等を含めております。使用権資産は、原資産の所有権がリース期間の終了時までに借手に移転する場合、または購入オプシ
ョンの行使を見込む場合は原資産の見積耐用年数、その他の場合は見積耐用年数とリース期間のいずれか短い期間にわたって、定額
法で減価償却を行っております。

 (2) 貸手リース
　契約がリースであるかまたはリースを含んでいる場合、原資産の所有に伴うリスクと経済価値が実質的にすべて移転しているもの
はファイナンス・リースに分類し、ファイナンス・リース以外のリースはオペレーティング・リースに分類しております。
　ファイナンス・リースについては、正味リース投資未回収額をリース債権として認識しております。受取リース料は、実効金利法
に基づき金融収益とリース債権の回収に配分し、金融収益は連結包括利益計算書の「受取利息」に含めて表示しております。また、
当該ファイナンス・リースが財の販売を主たる目的とし、販売政策上の目的で実行するものである場合は、リース対象資産の公正価
値と最低リース料総額を市場金利で割引いた金額のいずれか低い額を連結包括利益計算書の「収益」として認識し、当該リース対象
資産の購入価額を連結包括利益計算書の「売上原価」として認識しております。
　オペレーティング・リースについては、他の規則的な方法が借手の便益のパターンをより適切に表す場合を除いて、受取リース料
をリース期間にわたって均等に、純損益にて認識しております。

９．売却目的で保有する非流動資産
　継続的な使用ではなく、売却により回収が見込まれる非流動資産又は処分グループのうち、売却計画の実行を確約しており、１年
以内に売却する可能性が高く、かつ現在の状態で即時に売却可能なものを売却目的で保有する非流動資産又は処分グループに分類し、
流動資産に振替えております。売却目的保有に分類された非流動資産又は処分グループは、帳簿価額と売却コスト控除後の公正価値
のうち、いずれか低い方の金額で測定しております。

10．減損
 (1) 償却原価で測定される金融資産及び負債性のFVTOCI金融資産

　償却原価で測定される金融資産及び負債性のFVTOCI金融資産については、予想信用損失を見積って、減損損失を純損益で認識し
ております。
　期末日時点で金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大していない場合には、期末日後12か月以内に生じうる債務不
履行から生じる予想信用損失（12か月の予想信用損失）により貸倒引当金の額を算定しております。一方、期末日時点で金融商品に
係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している場合には、当該金融商品の予想残存期間のすべてにわたり生じうる債務不履行
から生じる予想信用損失（全期間の予想信用損失）により貸倒引当金の額を算定しております。信用リスクが著しく増大しているか
どうかは、期日経過情報の他、信用不安事象の発生の有無等、合理的かつ裏付け可能な情報を考慮しております。
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　但し、営業債権及び契約資産並びにリース債権については、上記にかかわらず、常に全期間の予想信用損失により貸倒引当金の額
を算定しております。
　予想信用損失は、契約上のキャッシュ・フローと回収可能なキャッシュ・フロー見込額の差額をもとに見積っており、見積りに際
しては、過去の貸倒実績、債務者の現在の財政状態並びに将来予測に関する入手可能で合理的かつ裏付け可能な情報を織込んでおり
ます。

 (2) 有形固定資産、投資不動産、のれん、無形資産、関連会社投資及びジョイント・ベンチャーへの投資
　有形固定資産、投資不動産、のれん、無形資産、関連会社投資及びジョイント・ベンチャーへの投資については、各四半期末にお
いて減損の兆候の有無を判定のうえ、減損の兆候があると判断される場合には、以下に掲げる減損テストを実施しております。加えて、の
れん、耐用年数を確定できない無形資産については、減損の兆候の有無にかかわらず、少なくとも年に１度、毎年同じ時期に、減損
テストを実施しております。
　減損テストは、資金生成単位ごとに行っております。資金生成単位の識別にあたっては、個別資産について他の資産とは独立して
キャッシュ・フローを識別可能である場合は当該個別資産を資金生成単位とし、個別資産について独立してキャッシュ・フローを識
別することが不可能な場合は独立したキャッシュ・フローが識別できる最小単位になるまで資産をグルーピングしたものを資金生成
単位としております。のれんについては、事業セグメントと同等かそれより小さい単位で、のれんを内部管理する最小の単位に基づ
き資金生成単位を決定しております。
　のれんを含む資金生成単位の減損テストを実施する場合は、まず、のれん以外の資産の減損テストを実施し、当該のれん以外の資
産について必要な減損を認識した後に、のれんの減損テストを行っております。
　減損テストを実施するにあたっては、当該資金生成単位の回収可能価額を見積っております。回収可能価額は、売却費用控除後の
公正価値と使用価値のいずれか高い金額としております。なお、使用価値とは、資金生成単位の継続的使用及び使用後の処分により
見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値合計をいいます。
　資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回っている場合には、当該帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を純損益で
認識しております。認識した減損損失は、まずその資金生成単位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するよう配分し、次に資金生
成単位内ののれんを除く各資産の帳簿価額を比例的に減額するように配分しております。
　全社資産は独立したキャッシュ・フローを生み出していないため、全社資産の減損テストは、その帳簿価額を各資金生成単位に合
理的な方法で配分したうえで、配分された全社資産の帳簿価額の一部を含む、資金生成単位の帳簿価額を回収可能価額と比較する方
法により行っております。
　過年度に認識した減損損失が明らかに減少または存在しない可能性を示す兆候がある場合で、当該資産の回収可能価額の見積りが
帳簿価額を上回るときは、減損損失を戻入れております。減損損失の戻入れ額は、減損損失を認識しなかった場合の償却または減価
償却控除後の帳簿価額を上限としております。但し、のれんについては減損損失の戻入れは行っておりません。
　関連会社及びジョイント・ベンチャーへの投資の帳簿価額の一部に含まれる当該投資に係るのれんについては、他の部分と区分せず、当
該投資全体の帳簿価額を、減損テストの対象としております。

11．従業員給付
 (1) 確定給付型退職後給付

　確定給付型退職後給付制度とは、次に掲げる確定拠出型退職後給付制度以外の退職後給付制度をいいます。
　確定給付型退職後給付制度については、確定給付制度債務の現在価値と制度資産の公正価値との純額を負債または資産として認識
しております。確定給付制度債務の現在価値及び関連する勤務費用は、原則として、予測単位積増方式を用いて算定しております。
確定給付制度債務の現在価値を算定するために使用する割引率は、原則として、退職給付債務の見積期間と整合する期末日時点の優
良社債の市場利回りを参照して決定しております。
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　制度の改定により生じた、過去の期間の従業員の勤務に係る確定給付制度債務の現在価値の変動額は、制度の改定があった期の純
損益として認識しております。
　また、当社及び子会社は、確定給付型退職後給付制度から生じるすべての数理計算上の差異について、連結包括利益計算書のその
他の包括利益（「確定給付再測定額」に表示）として認識し、ただちに利益剰余金に振替えております。

 (2) 確定拠出型退職後給付
　確定拠出型退職後給付制度とは、一定の掛金を他の独立した事業体に支払い、その拠出額を超える支払いについて法的債務または
推定的債務を負わない退職後給付制度をいいます。
　確定拠出型退職後給付制度においては、発生主義に基づき、従業員が関連する勤務を提供した期間に対応する掛金額を純損益とし
て認識しております。

 (3) 複数事業主制度
　一部の子会社は、複数事業主制度に加入しております。複数事業主制度については、当該制度の規約に従って、確定給付型退職後
給付制度と確定拠出型退職後給付制度に分類し、それぞれの退職後給付制度に係る会計処理を行っております。但し、確定給付型退
職後給付制度に分類される複数事業主制度について、確定給付型退職後給付制度に係る会計処理を行うために十分な情報を入手でき
ない場合は、確定拠出型退職後給付制度に係る会計処理を適用しております。

 (4) 短期従業員給付
　短期従業員給付については、割引計算を行わず、会計期間中に従業員が勤務を提供したもので、当該勤務の見返りに支払うと見込
まれる給付金額を純損益として認識しております。賞与については、当社及び子会社が支払いを行う法的債務または推定的債務を有
しており、かつ当該債務について信頼性のある見積りが可能な場合に、支払見積額を負債として認識しております。

12．引当金
　引当金は、過去の事象の結果として、当社及び子会社が現在の債務（法的債務または推定的債務）を有しており、当該債務を決済するた
めに経済的資源の流出が生じる可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼できる見積りが可能である場合に認識しております。
　貨幣の時間的価値の影響が重要な場合には、引当金額は債務の決済に必要と見込まれる支出の現在価値で測定しております。現在
価値の算定には、将来キャッシュ・フローの発生期間に応じた税引前の無リスクの割引率を使用しており、引当対象となる事象発生
の不確実性については、将来キャッシュ・フローの見積りに反映させております。

 (1) 資産除去債務引当金
　資産除去債務に係る引当金は、法令や契約等により有形固定資産の解体・除去及び敷地の原状回復等の義務を負っている場合、ま
たは業界慣行や公表されている方針・明確な文書等により、有形固定資産の解体・除去及び敷地の原状回復等を履行することを表明
しており、外部の第三者が当該履行を期待していると推定される場合に、当該解体・除去及び原状回復等のための見積費用を認識し
ております。

 (2) リストラクチャリング引当金
　リストラクチャリングに係る引当金は、詳細な公式計画があり、リストラクチャリング計画の実施を開始または公表した時点で認
識しております。当該引当金は、リストラクチャリングから発生する以下に該当する直接支出のみを計上対象としております。
・リストラクチャリングに必然的に伴うもの
・会社の継続的活動には関連しないもの

 (3) 訴訟損失引当金
　訴訟提起により発生しうる損害賠償等の損失に係る引当金は、訴訟提起されており、外部の第三者に対して損害賠償等を支払わな
ければならない可能性が高い場合に、当該損害賠償等による損失見積額を認識しております。
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 (4) 債務保証等損失引当金
　債務保証等の契約履行により発生しうる損失に係る引当金は、被保証人において特定の債務不履行があった場合に、当該債務の弁
済や金銭による補償等を行うことを約する契約に係る予想信用損失を認識する他、当期以前に締結済みの契約を履行するためのコス
トが、当該契約により受取ると見込まれる経済的便益を上回る可能性が高い場合等に、損失見積額を認識しております。

 (5) 賦課金
　賦課金とは、経済的便益を含んだ資源の流出であって政府が法令等に従って企業に課すものであり、支払義務が発生した時点で、
賦課金に係る支払見込額を認識しております。

13．資本
　普通株式は資本として分類しております。普通株式の発行に係る付随費用は、税効果控除後の金額にて資本から控除しております。
　自己株式は資本の控除項目としております。自己株式を取得した場合は、その対価及び付随費用（税効果控除後）を資本から控除
しております。自己株式を売却した場合は、その対価に相当する額を資本の増加として認識しております。

14．収益
　当社及び子会社は、収益に係る会計処理について、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき、次の５ステップに従って、収益
を認識しております。
　　ステップ１ 契約の識別
　　ステップ２ 履行義務の識別
　　ステップ３ 取引価格の算定
　　ステップ４ 取引価格の履行義務への配分
　　ステップ５ 履行義務の充足による収益の認識
　「商品販売取引に係る収益」及び「役務提供及びロイヤルティ取引に係る収益」は、顧客との契約に係る履行義務が充足された時点、す
なわち当社及び子会社が提供する財またはサービスに対する支配が顧客に移転した一時点で認識しております。なお、提供する財ま
たはサービスの対価について、顧客が支払う時点と、財またはサービスを顧客に移転する時点との間が１年以内と見込まれる場合は、実務
上の便法を使用し、金融要素の調整は行っておりません。また、対価が変動性のある金額を含んでいる場合には、認識した収益の累
計額の重大な戻入れが生じない可能性が非常に高い範囲内でのみ、変動対価を取引価格に含めております。取引形態ごとの収益認識
基準は次のとおりです。

 (1) 商品販売取引
　商品販売を収益の源泉とする取引には、繊維、機械、金属、エネルギー・化学品、食料、住生活、情報・金融、第８の８つのセグ
メントの卸売、小売、製造・加工を通じた商品の販売等があります。これらの取引については、顧客への商品の引渡し、倉庫証券の
交付、検収書の受領等、契約上の受渡し条件が履行された時点をもって履行義務が充足され、収益を認識しております。また、機械
セグメント等の工事請負取引、情報・金融セグメント等のソフトウエアの受注製作等、請負工事や受注製作の一定の期間にわたり履
行義務が充足される取引については、履行義務の充足に応じて収益を認識しております。完成までに要する総原価を、信頼性をもっ
て見積ることができる場合には、期末日の見積総原価に対する累積実際発生原価の割合に応じて進捗度を測定の上、収益を計上し、
総原価を信頼性をもって見積ることができない場合には、発生した原価のうち回収可能性が高いと判断される部分と同額を収益とし
て計上しております。

22



2022/05/17 14:13:04 / 21824844_伊藤忠商事株式会社_招集通知：Web開示

重要な会計方針の要約

 (2) 役務提供及びロイヤルティ取引
　役務提供を収益の源泉とする取引には、第８セグメント等のフランチャイズ契約等に基づくロイヤルティ取引、情報・金融セグメ
ント等のソフトウエア保守サービス取引、その他のサービスを提供する取引があります。ロイヤルティ取引については、フランチャ
イズ契約等の一定の期間にわたり、期間経過により発生した利益等に対して一定料率を乗じる方法等で収益を計上しております。また、ソ
フトウエア保守サービス取引については、保守契約の一定の期間にわたり、顧客との契約において約束された金額を按分し、収益を
計上しております。その他のサービスには、機械、住生活セグメント等の輸出入取引に係る仲介業務等が含まれておりますが、これ
らはサービスの提供を完了した一時点をもって履行義務が充足され、収益を認識しております。

 (3) 収益の総額（グロス）表示と純額（ネット）表示
　収益の総額（グロス）表示と純額（ネット）表示において、顧客に財またはサービスが移転する前に当該財またはサ－ビスに対す
る支配を自社が獲得している取引については、顧客との取引総額（グロス）で表示しております。

15．金融収益及び金融費用
　金融収益は、受取利息、受取配当金から構成されております。受取利息は、実効金利法により、発生時に認識しております。受取
配当金は、当社及び子会社が支払いを受ける権利が確定した時点で認識しております。金融費用は支払利息であり、実効金利法により発
生時に認識しております。

16．法人所得税
　法人所得税費用は、当期税金費用と繰延税金資産及び負債の変動である繰延税金費用から構成されております。法人所得税費用は、
次に掲げる場合を除いて、純損益で認識しております。
・直接資本の部、またはその他の包括利益に認識される取引については、資本の部、またはその他の包括利益で認識しております。
・企業結合時の識別可能資産及び負債の認識に伴い発生した繰延税金は、当該企業結合ののれんに含めております。
　当期支払税金は、当期の課税所得について納付すべき税額、または税務上の欠損金について還付されると見込まれる税額で測定し
ております。これらの税額は期末日において制定済み、または実質的に制定されている税率に基づき算定しております。
　繰延税金資産及び繰延税金負債は、資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務上の金額との一時差異等に対して認識しております。
繰延税金資産は、将来減算一時差異、税務上の繰越欠損金や繰越税額控除、繰越外国税額控除のような、将来の税務申告において税
負担を軽減させるものについて、それらを回収できる課税所得が生じる可能性の高い範囲内で認識しております。一方、繰延税金負
債は、将来加算一時差異に対して認識しております。但し、以下の一時差異に対しては繰延税金資産または繰延税金負債を認識して
おりません。
・のれんの当初認識において生じる将来加算一時差異
・企業結合以外の取引で、かつ会計上の損益にも課税所得にも影響を及ぼさない取引での資産、または負債の当初認識に係る差異に

関するもの
　子会社、関連会社及びジョイント・ベンチャーに対する投資に係る将来加算一時差異については、一時差異の解消時期をコントロ
ールでき、かつ当該将来加算一時差異が予測可能な期間内に解消しない可能性が高い場合には繰延税金負債を認識しておりません。
子会社、関連会社及びジョイント・ベンチャーに係る将来減算一時差異については、当該将来減算一時差異が予測可能な期間内に解
消し、使用対象となる課税所得が稼得される可能性が高い範囲でのみ繰延税金資産を認識しております。
　繰延税金資産及び負債は、期末日において制定、または実質的に制定されている法人所得税法令に基づいて、繰延税金資産が回収
される期または繰延税金負債が決済される期に適用されると見込まれる税率に基づいて算定しております。
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　繰延税金資産及び負債は、当社及び子会社が当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強制力のある権利を有し、かつ法人所
得税が同一の税務当局によって同一の納税主体に課されている場合、または異なる納税主体に課されているものの、これらの納税主
体が当期税金資産及び負債を純額ベースで決済することを意図している場合、もしくはこれら資産の実現と負債の決済を同時に行う
ことを意図している場合には、連結財政状態計算書において、相殺して表示しております。

17．１株当たり利益
　基本的１株当たり当期純利益は、当社株主に帰属する当期純利益を、その報告期間の発行済普通株式（自己株式を除く）の加重平
均株式数で除して算定しております。希薄化後１株当たり当期純利益は、希薄化効果を有する潜在的普通株式による影響を調整して
算定しております。

18．鉱物採掘活動
　探査及び評価フェーズ期間の支出のうち、探査及び評価作業に使用される資産の取得に係るものについては非流動資産に計上し、
それ以外の支出については、原則として発生時に純損益で認識しております。
　開発段階の支出は、商業採算性が確認できるものについて、その性質に応じて有形固定資産または無形資産に計上したうえで、生
産開始時点から生産高比例法を用いて償却しております。生産段階の剥土費用について、当期に販売可能な鉱石は採掘されないが、
剥土活動により特定の鉱床について将来の経済的便益が流入する可能性が高く、かつ信頼性をもってコストを測定できる場合には、
資産計上し、生産高比例法を用いて償却しております。当期に販売可能な鉱石に関連する剥土費用については、当期の棚卸資産原価
として認識しております。

19．農業会計
　農産物については、収穫時点において、売却費用控除後の公正価値で測定し、収穫時点までの原価累計額との差額は、発生した期
の売上原価として認識しております。
　果実生成型植物を除く生物資産について、公正価値が信頼性をもって測定できる場合は、当初認識時及び各期末において、売却費
用控除後の公正価値で測定しております。当該会計処理に伴う公正価値の変動額は、純損益として認識しております。一方、公正価
値が信頼性をもって測定できない場合は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した額で測定しております。
　果実生成型植物については、有形固定資産に分類のうえ、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額
を控除した額で測定しております。

20．重要な会計上の見積り
　当社及び子会社は、連結計算書類を作成するために、資産、負債、収益及び費用の報告額に影響を及ぼす会計上の見積り及び仮定
を用いております。
　見積り及びその基礎となる仮定は、継続して見直され、会計上の見積りの見直しによる影響は、当該見積りを行った連結会計年度
及び将来の連結会計年度に認識されます。
　なお、ロシア・ウクライナ情勢による影響について、当社グループではロシアでの資源関連投資等を行っておりますが、当期末の
総資産に占める割合は１％未満です。資源関連投資の公正価値測定では、商品価格や割引率等の一定の前提を使用しておりますが、
当該前提を合理的に考えうる範囲で変更した場合においても、当社グループの経営成績・財政状態への重要な影響は見込まれており
ません。その他、当社はロシア・ウクライナにおいて自動車関連事業や航空機リース関連事業を展開する子会社及び関連会社を保有
しておりますが、重要な影響は見込まれておりません。
　また、新型コロナウイルス感染症については、世界的な収束は見通しにくい状況が続いておりますが、2022年度においては、
2021年度と比較して影響が減少するものと見込んでおります。
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　将来にわたり、重要な修正を生じさせるリスクを有する見積り及び仮定は、主として次のとおりです。
・非上場の公正価値で測定される資本性金融資産の公正価値測定

　公正価値で測定される資本性金融資産のうち、非上場の銘柄については、投資先と同じ業界に属する上場銘柄の公表情報を参照
したマルチプル法、あるいは投資先からの受取配当に係る将来キャッシュ・フロー見積額を現在価値に割引くことにより公正価値
を算定する配当キャッシュ・フロー還元法等により公正価値を測定しております。マルチプル法を適用する場合のマルチプル倍
率、あるいは配当キャッシュ・フロー還元法を適用する場合の将来受取キャッシュ・フローの見積り及び割引率は、将来の不確実
な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、将来にわたり、非上場の公正価値で測定される資本性金融資産の公正価値
の測定額に重要な修正を生じさせるリスクを有しております。

・償却原価で測定される金融資産及び負債性のFVTOCI金融資産に係る予想信用損失の見積り
　償却原価で測定される金融資産及び負債性のFVTOCI金融資産に係る予想信用損失は、当該資産に係る契約上のキャッシュ・フロー
と回収可能なキャッシュ・フロー見込額の差額をもとに見積っております。当該資産に係る回収可能なキャッシュ・フロー見込額
は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、将来にわたり、当該資産に係る減損損失額に重要な修正
を生じさせるリスクを有しております。

・有形固定資産、投資不動産、のれん、無形資産、関連会社投資及びジョイント・ベンチャーへの投資に係る減損テストにおいて測
定される回収可能価額
　有形固定資産、投資不動産、のれん、無形資産、関連会社投資及びジョイント・ベンチャーへの投資に係る減損テストにおいて、資
金生成単位を判別したうえで、当該資金生成単位の売却費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高いほうを回収可能価額とし
て測定しております。回収可能価額は、原則として、独立鑑定人の支援を受けて算定した使用価値に基づいております。使用価値
は、取締役会が承認した事業計画を基礎とした将来キャッシュ・フローの見積額を割引くことにより計算しております。事業計画
は原則として５年を限度としており、過去の実績を反映させ、外部情報とも整合性を取ったうえで策定しております。事業計画の
対象期間を超える将来キャッシュ・フローの成長率は、資金生成単位が属する市場もしくは国の平均成長率を勘案して決定してお
ります。割引率は、各資金生成単位の加重平均資本コスト等を基礎に算定しております。当該売却費用控除後の公正価値算定上の
仮定、あるいは使用価値算定の基礎となる資金生成単位の使用期間中及び使用後の処分により見込まれる将来キャッシュ・フロー、
割引率等の仮定は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、将来にわたり、有形固定資産、投資不動
産、のれん、無形資産、関連会社投資及びジョイント・ベンチャーへの投資に係る減損損失額に重要な修正を生じさせるリスクを
有しております。
　当期末におけるのれん及び無形資産の残高は1,081,607百万円であり、㈱ファミリーマートの子会社化に伴い認識されたのれん
216,901百万円、商標権299,050百万円、顧客関連等109,146百万円が含まれております。当該のれん及び無形資産の減損テスト
の使用価値算定に最も影響を及ぼす仮定は、店舗数の維持、日商増加及びオペレーション効率化による営業利益向上の前提であり、これ
らの仮定は、過去の実績、業界動向、店舗収益性向上施策の期待効果等を反映しております。事業計画の対象期間は３年間です。当期
は、依然として新型コロナウイルス感染症の影響は残っておりますが、コロナワクチン接種の進展等もあり、需要は一定の回復が
見られました。当期の減損テストにおいては、コロナ禍における生活様式や消費様式の変容の定着が見られるものの、2022年度も
需要は同様の傾向が続き、2023年度から2024年度にかけて2019年度と同水準までの回復を見込んでおります。事業計画の対象
期間を超える2025年度以降の成長率は０％としております。事業計画の対象期間を超える将来キャッシュ・フローの成長率につい
ては、資金生成単位が属する市場もしくは国の長期の平均成長率を勘案して決定しております。なお、店舗数が大幅に減少した場
合、日商の伸び率の前提が大幅に下方修正された場合、または割引率が大幅に上昇した場合には、使用価値が帳簿価額を下回る可
能性があります。
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　当期末における持分法で会計処理されている投資の残高は2,288,762百万円です。CITIC Limitedに対する投資については、将
来の収益性、株価水準、経済環境、業界動向等の要素を総合的に勘案して、持分法投資に係る減損の兆候の有無の判定を行ってお
ります。当期においては、株価の下落による減損の兆候があると判断し、将来の収益性や規制等を考慮し、独立鑑定人の支援を受
けて将来キャッシュ・フロー等を基礎とする回収可能価額を測定しました。その結果、回収可能価額が持分法投資の簿価を上回っ
たため、減損損失は計上されていません。

・確定給付型退職後給付制度の確定給付制度債務及び制度資産の公正価値測定
　確定給付型退職後給付制度については、確定給付制度債務と制度資産の公正価値の純額を負債または資産として認識しております。確
定給付制度債務は、年金数理計算により算定しており、年金数理計算の前提条件には、割引率、退職率、死亡率、昇給率等の見積
りが含まれております。これら前提条件は、金利変動の市場動向等、入手可能なあらゆる情報を総合的に判断して決定しておりま
す。これら年金数理計算の前提条件には将来の不確実な経済環境あるいは社会情勢の変動等によって影響を受ける可能性があり、将
来にわたり、確定給付制度債務及び制度資産の公正価値の測定額に重要な修正を生じさせるリスクを有しております。

・引当金の測定
　引当金は、将来において債務の決済に要すると見込まれる支出の期末日での最善の見積りに基づいて測定しております。将来に
おいて債務の決済に要すると見込まれる支出額は、将来の起こりうる結果を総合的に勘案して算定しております。これら引当金の
測定において使用される仮定は、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、将来にわたり、引当金の測
定額に重要な修正を生じさせるリスクを有しております。

・法人所得税の見積り
　法人所得税の算定に際しては、税法規定の解釈や過去の税務調査の経緯等、様々な要因について見積り及び判断が必要となります。そ
のため、各期末において見積った法人所得税と、実際に納付する法人所得税の金額とが異なる可能性があり、その場合、翌年度以
降の法人所得税の計上額に重要な影響を与える可能性があります。
　また、繰延税金資産については、将来減算一時差異等を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で認識しておりますが、当
該回収可能性の判断は、当社及び子会社の事業計画に基づいて決定した各将来事業年度の課税所得の見積りを前提としております。当該
将来事業年度の課税所得の見積りは、将来の不確実な経済条件の変動によって影響を受ける可能性があり、将来にわたり、繰延税
金資産の計上額に重要な修正を生じさせるリスクを有しております。

21．会計方針を適用する過程で行った判断
　会計方針適用にあたっての判断が、資産、負債、収益及び費用の計上金額に重要な影響を与える項目は、主として次のとおりです。
・子会社、関連会社及びジョイント・ベンチャーの範囲
・デリバティブを除く金融資産の、償却原価で測定される金融資産、FVTOCI金融資産及びFVTPL金融資産への分類
・貸手リース契約に係る重要なリスクと経済価値の移転に関する判断
・償却原価で測定される金融資産及び負債性のFVTOCI金融資産に係る信用リスクが著しく増大しているかの判断
・有形固定資産、投資不動産、のれん、無形資産、関連会社及びジョイント・ベンチャーへの投資に係る減損テスト実施にあたって

の資金生成単位の判別、減損（あるいは減損戻入）の兆候の有無の評価
・引当金の認識に係る過去の事象から発生した現在の義務の有無及び当該義務を決済するための資源流出の可能性に関する評価
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重要な会計方針に係る事項に関する注記、会計方針の変更に関する注記

　　　　  満期保有目的の債券
　　　　  子会社株式及び関連会社株式

…
…

償却原価法
移動平均法による原価法

　　　　  その他有価証券
　　　　　  市場価格のない株式等以外のもの … 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）
　　　　　  市場価格のない株式等 … 移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法 … 時価法
(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 … 個別法（一部の棚卸資産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により算定）

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） … 定額法
なお、主な資産である建物及び構築物の耐用年数は、６年～50年であります。

(2) 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エアについては、社内の利用可能期間（５年）
に基づく定額法によっております。但し、鉱業権については、見込引取総量に
基づく生産高比例法によっております。

(3) 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。

(4) 長期前払費用 … 効果の及ぶ期間に応じて均等償却

〔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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　２. 固定資産の減価償却の方法

　３. 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金

　債権の貸倒による損失等に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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。

(2) 投資損失引当金
　子会社株式等の実質価額低下による損失に備えるため、子会社等の財政状態等を勘案のうえ、必要と認められる額を計上しており
ます。

(3) 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当期末の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期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、各期の発生時の従業員の平均残存勤務期間（14年～15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発
生の翌期から費用処理することとしております。過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間（14年）により按分し
た額を費用処理することとしております。
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重要な会計方針に係る事項に関する注記、会計方針の変更に関する注記

(1) 繰延資産の処理方法 … 株式交付費及び社債発行費は、支出時に全額費用として処理しております。
(2) ヘッジ会計の方法

　　　　  ヘッジ会計の方法 … 繰延ヘッジ処理及び時価ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約及び
通貨スワップ等については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を、
金利スワップ等については特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を
採用しております。

　　　　  ヘッジ手段とヘッジ対象 … ヘッジ手段として為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取引、外貨
預金、外貨建借入金、商品先物取引及び商品先渡取引等を行い、ヘッジ対象
は、将来の相場変動により時価または将来キャッシュ・フローが変動するリス
クのある資産または負債としております。

　　　　  ヘッジ方針 … 当社の内部規程に基づき当社の事業活動に伴い発生する相場変動リスク及び
キャッシュ・フロー変動リスクをヘッジしております。

　　　　  ヘッジの有効性評価方法 … 個々の取引特性に応じて策定したヘッジの有効性評価方法に基づき、その有効
性が認められたものについてヘッジ会計を適用しております。

　なお、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用に対応する部分を除いた退職給付債務と年金資産の差額を退職給付引当金
または前払年金費用として貸借対照表に計上しております。

(4) 株式給付引当金
　株式給付規程に基づく従業員への当社株式の給付及び株式交付規程に基づく取締役・執行役員への当社株式の交付等に備えるた
め、当期末の株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金
　当社は役員及び執行役員の退職慰労金制度を2005年６月の定時株主総会にて廃止し、廃止日までの在任期間に対応する退職慰労
金は、退職時に従来の退職慰労金内規の枠内において支給することを決定しているため、当該決定に基づく当期末の支払見積額を計
上しております。

(6) 債務保証等損失引当金
　子会社等に対する債務保証や当期以前に締結済みの契約等から生じる偶発債務による損失に備えるために、被保証先の財政状態
や、将来の契約履行に伴う損失の発生可能性等を勘案のうえ、必要と認められる額を計上しております。

　４. 収益及び費用の計上基準
　当社は、収益に係る会計処理について、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等に基づき、次の５ステップに
従って、収益を認識しております。

ステップ１　契約の識別
ステップ２　履行義務の識別
ステップ３　取引価格の算定
ステップ４　取引価格の履行義務への配分
ステップ５　履行義務の充足による収益の認識

　当社は、主に、繊維、機械、金属、エネルギー・化学品、食料、住生活、情報・金融、第８の８つのセグメントにおいて、卸売によ
る商品の販売等を行っております。これらの取引については、顧客への商品の引渡し、倉庫証券の交付、検収書の受領等、契約上の受
渡し条件が履行された時点をもって履行義務が充足され、収益を認識しております。
　また、収益の総額表示と純額表示において、顧客に財またはサービスが移転する前に当該財またはサービスに対する支配を自社が獲
得している取引については、顧客との取引総額で表示しております。

　５. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
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重要な会計方針に係る事項に関する注記、会計方針の変更に関する注記

(3) 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(4) 連結納税制度を適用しております。

〔会計方針の変更に関する注記〕
１. 収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下、「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度
の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額
で収益を認識することといたしました。また、収益認識会計基準等を当事業年度より適用したことを契機に、損益計算書の表示科目を
「売上高」及び「売上原価」から「収益」及び「原価」に変更しております。当事業年度の損益計算書における「収益」及び「原価」
は従前の基準を適用していた場合の「売上高」及び「売上原価」と比べて、当社が代理人として財又はサービスを提供する場合に、手
数料相当又は対価の純額を収益として認識することになることにより、それぞれ約1.6兆円減少しております。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰
余金期首残高に与える影響はありません。

２. 時価の算定に関する会計基準等の適用
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下、「時価算定会計基準」という。）等を当事業年
度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）
第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。
　これによる、計算書類に与える影響は軽微であります。

29



2022/05/17 14:13:04 / 21824844_伊藤忠商事株式会社_招集通知：Web開示

会計上の見積りに関する注記

関係会社株式 (注) 1,525,728百万円
その他の関係会社有価証券 14,673百万円
関係会社出資金 169,283百万円
関係会社短期・長期貸付金 80,342百万円
関係会社の借入債務等に対する保証 1,734,919百万円

(注) うち、市場価格のない子会社株式及び市場価格のない関連会社株式
　   子会社株式 1,036,207百万円
　   関連会社株式 218,354百万円

〔会計上の見積りに関する注記〕
関係会社投融資等の評価
１. 計算書類に計上した金額

　上記のうち、当社が100％を出資し子会社としているリテールインベストメントカンパニー合同会社（以下、「RIC」という。）に
対する投資として関係会社出資金103,901百万円が計上されております。RICは、当社の子会社である㈱ファミリーマート株式の一部
を保有する持株会社であります。また、RICの借入金に対し、419,761百万円の保証を行っております。

２. 見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報
　当社は、関係会社投融資等の評価にあたり、市場価格のない株式等については、対象会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく
低下した場合には、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、投資の減損処理等及び融資等に対する引当金を認識
しております。実質価額が著しく低下した場合の回復可能性の判定は事業計画等を基礎として行われております。
　RICに対する投融資等の評価にあたっては、㈱ファミリーマートの超過収益力を反映した実質価額を算定し、当該実質価額が著しく
低下しているか否かを検討しました。なお、当該超過収益力に関連して、連結計算書類上、IFRSに基づき、㈱ファミリーマートの取
得に伴って発生したのれんについて減損テストが行われております。（「連結注記表 重要な会計方針の要約 20.重要な会計上の見積
り」参照）
　上記の結果、㈱ファミリーマートの実質価額は著しく低下しておらず、当期において投資の減損処理等及び融資等に対する引当金の
認識は不要と判断しております。しかし、実質価額の算定には、店舗数の維持と日商増加及びオペレーション効率化による営業利益向
上といった重要な仮定が使用されており、これらの仮定の見直しが必要となった場合、翌期において、投資の減損処理等及び融資等に
対する引当金を認識する可能性があります。
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貸借対照表に関する注記

関係会社株式 33,719百万円
長期貸付金 16,195百万円

２. 有形固定資産の減価償却累計額 37,039百万円

〔関係会社〕 〔一般〕
伊藤忠トレジャリー㈱ (注１) 475,600百万円 Consolidated Grain & Barge Co. 10,648百万円
リテールインベストメントカンパニー合同会社 419,761 その他 7,930
Orchid Alliance Holdings Limited (注２) 339,738 小計 18,578
伊藤忠フードインベストメント合同会社 72,352
ITOCHU TAIWAN INVESTMENT CORPORATION 59,694
伊藤忠自動車投資合同会社 48,315
ＢＳインベストメント㈱ 42,200
Dole International Holdings㈱ 38,430
ITOCHU FIBRE LIMITED 37,934
㈱ＰＣＨ 27,834 関係会社 小計 1,734,919
その他 173,061 一般　　 小計 18,578
小計 1,734,919 合計 1,753,497

〔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

上記の他、投資有価証券733百万円を差入保証金の代用として差入れております。
(2) 担保に係る債務

上記に該当する債務はありません。

　なお、担保に供している資産には、関係会社の借入金等に対して担保提供を行った当社資産を記載しております。

３. 偶発債務
(1) 保証債務

　他の会社の金融機関等からの借入債務等に対し、保証を行っております。

　なお、複数の保証人がいる場合の連帯保証等は、自己の負担額を記載しております。
(注１) 当社は伊藤忠トレジャリー㈱による金融機関からの借入債務701,692百万円に対して保証を行っておりますが、下記の金

額を控除した475,600百万円を当社の保証額として記載しております。
・保証対象となる借入債務のうち、73,662百万円はOrchid Alliance Holdings Limitedへの長期貸付を目的とした借入債

務であり、当社は当該貸付についてOrchid Alliance Holdings Limitedの長期借入債務に対しても保証を行っているた
め、保証額から控除しております。

・保証対象となる借入債務には、伊藤忠トレジャリー㈱が当社の引受輸入手形を免責的債務引受したことによる借入債務
が含まれます。このうち152,430百万円は、当該債務引受に際し当社が未決済であり、伊藤忠トレジャリー㈱に対して
計上している未払金の残高と対応することから、保証額から控除しております。

31



2022/05/17 14:13:04 / 21824844_伊藤忠商事株式会社_招集通知：Web開示

貸借対照表に関する注記

　輸出手形割引高 18,994百万円

短期金銭債権 439,462百万円 長期金銭債権 25,390百万円
短期金銭債務 333,172百万円 長期金銭債務 5,902百万円

（単位：百万円）
貸借対照表

計上額 時価 差額

子会社株式 131,095 644,714 513,619

関連会社株式 140,072 292,173 152,101

合計 271,167 936,887 665,720

（単位：百万円）
貸借対照表

計上額
子会社株式 1,036,207

関連会社株式 218,354

金銭債務 2,139百万円

(注２) 当社はOrchid Alliance Holdings Limitedによる金融機関等からの借入債務407,912百万円に対して保証を行っておりま
すが、当該保証債務に対し68,174百万円の債務保証等損失引当金を計上しているため、引当金を控除した339,738百万円
を当社の保証額として記載しております。

(2) 受取手形割引高

４. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

　上記には、貸借対照表上区分掲記されている関係会社短期貸付金、関係会社長期貸付金を含めて記載しております。

   ５. 子会社株式及び関連会社株式

(注) 上記に含まれない市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

６. 取締役に対する金銭債務

　なお、上記金銭債務の他、特別賞与の支給見込額として565百万円を未払費用及びその他固定負債、また、過年度の株価連動型賞与
支給見込み額として226百万円をその他固定負債に計上しております。
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損益計算書に関する注記、株主資本等変動計算書に関する注記

           営業取引による取引高
              販売 (注) 1,366,304百万円
              仕入高 382,763百万円
           営業取引以外の取引による取引高 438,647百万円

〔損益計算書に関する注記〕
１. 関係会社との取引高

　　(注) 関係会社との営業取引による取引高の総額を記載しております。

２. エネルギー長期契約評価損
　前期において、LNG市況の低迷に伴い、長期購入契約に係るコストが販売時に得られると見込まれる売上高を上回る可能性が高い
と判断したため、計上したものです。なお、貸借対照表科目としては「債務保証等損失引当金」に計上しております。

（単位：千株）
当期首株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

普通株式 97,462 15,767 0 113,229

〔株主資本等変動計算書に関する注記〕
１. 当期末の発行済株式総数は、普通株式1,584,889,504株であります。

２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(注) 株式給付型ESOP信託口が所有する当社株式675千株及び役員報酬BIP信託口が所有する当社株式709千株は、貸借対照表上で
自己株式として処理しておりますが、自己保有株式ではないため、上記自己株式の表示には含めておりません。

＜変動事由の概要＞
(1) 自己株式の数の増加は、2022年１月19日開催の取締役会決議に基づく自己株式の取得15,757千株、及び単元未満株式の取得

10千株であります。
(2) 自己株式の数の減少は、単元未満株式の処分０千株であります。
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税効果会計に関する注記

繰延税金資産
貸倒引当金 12,735百万円
債務保証等損失引当金 34,828
投資有価証券等評価損 126,040
退職給付引当金 29,601
販売用不動産評価損 764
減損損失等 3,675
その他 39,502

 繰延税金資産小計 247,145
　将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △189,182

 繰延税金資産合計 57,963

繰延税金負債
　退職給付信託設定益 △25,471

その他有価証券評価差額金 △26,773
その他 △2,524

繰延税金負債合計 △54,768
繰延税金資産（負債）の純額 3,195

〔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の内訳

(注) 「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）により、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和２年法律第8号）成立前の税法の規定に基づき、繰延税金資産及び繰延
税金負債の額を計算しております。
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関連当事者との取引に関する注記、１株当たり情報に関する注記、収益認識に関する注記

属性 会社の名称 議決権等の
所有割合

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社  ㈱日本アクセス 直接 100.00% 食料品・酒類・
雑貨等の販売 食品等の販売(注１) 431,380

売掛金 74,619
未払金 1,320
未払費用 677
その他固定負債 150

子会社  伊藤忠トレジャリー㈱ 直接 100.00%

貿易金融資金の
包括委任等

輸出手形に係る包括委任
契約(注２) － 未収入金 92,527

引受輸入手形の債務引受
契約(注２) － 未払金 152,430

利息等の支払(注２) 599 － －

資金の預かり
資金の預かり(注３) － 預り金 111,456
利息の支払(注３) 152 － －

資金の貸付
資金の貸付(注４) － 短期貸付金 61,195
利息の受取(注４) 110 － －

資金の借入
資金の借入(注３) － 短期借入金 10,021
利息の支払(注３) 93 － －

債務保証
債務保証(注５)(注６) 701,692 － －
保証料の受取(注５) 912 － －

子会社  リテールインベストメント
 カンパニー合同会社

直接 100.00% 債務保証
債務保証(注５) 419,761 － －
保証料の受取(注５) 523 － －

子会社  Orchid Alliance Holdings
 Limited 直接 100.00% 債務保証

債務保証(注５)(注７) 407,912 － －
保証料の受取(注５) 381 － －

子会社  ITOCHU Coal Americas Inc. 直接 100.00% 増資 増資(注８) 85,080 － －

子会社  伊藤忠フードインベストメント
 合同会社

直接 90.00%
間接 10.00% 債務保証 債務保証(注５) 72,352 － －

保証料の受取(注５) 90 － －

子会社
 ITOCHU TAIWAN
 INVESTMENT
 CORPORATION

直接 100.00% 債務保証
債務保証(注５) 59,694 － －
保証料の受取(注５) 58 － －

子会社  伊藤忠自動車投資合同会社 直接 90.00%
間接 10.00% 債務保証

債務保証(注５) 48,315 － －
保証料の受取(注５) 50 － －

子会社  ＢＳインベストメント㈱ 直接 100.00% 債務保証
債務保証(注５) 42,200 － －
保証料の受取(注５) 53 － －

子会社  Dole International
 Holdings㈱ 直接 100.00% 債務保証

債務保証(注５) 38,430 － －
保証料の受取(注５) 45 － －

子会社  ITOCHU FIBRE LIMITED 直接 75.00%
間接 25.00% 債務保証

債務保証(注５) 37,934 － －
保証料の受取(注５) 46 － －

関連
会社  日伯紙パルプ資源開発㈱(注９) 直接 36.77% 関連会社株式の

譲渡
株式売却代金(注９) 77,000 － －
株式売却益(注９) 53,353 － －

〔関連当事者との取引に関する注記〕
（単位：百万円）
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関連当事者との取引に関する注記、１株当たり情報に関する注記、収益認識に関する注記

取引条件及び取引条件の決定方針等
(注１) 同社に対する販売については、市場価格等を勘案して、毎期価格交渉のうえ、取引条件を決定しております。
(注２) 同社とは、輸出手形割引等の荷為替金融を外貨調達の手段として活用するため、貿易金融資金の包括委任契約等を締結しておりま

す。外貨建輸出手形については、期日前割引の裁量権を付帯した資金回収業務を同社に委託しております。なお、当該裁量権に基
づき、同社が期日前割引を行った金額のうち、当社が未回収の残高を未収入金として計上しております。また、引受輸入手形につ
いては、同社と免責的債務引受契約を締結し、同社が当社の引受輸入手形を銀行からの手形借入として債務引受しております。な
お、当該債務引受に際し、当社が同社に対して未決済の残高を未払金として計上しており、未払金に係る利率は市場金利を勘案し
て決定しております。

(注３) 同社からの資金の預かり及び借入は、グループ金融制度に基づいており、利率は市場金利を勘案して決定しております。
(注４) 同社に対する資金の貸付に係る利率は、市場金利を勘案して決定しております。
(注５) 各社の銀行、伊藤忠トレジャリー㈱、海外グループ金融統括会社からの借入につき債務保証を行っており、保証料率は被保証先の

信用力等を勘案して決定しております。
(注６) 当該債務保証対象の借入のうち、73,662百万円はOrchid Alliance Holdings Limitedへの長期貸付を目的としており、当社は

Orchid Alliance Holdings Limitedの伊藤忠トレジャリー㈱からの長期借入についても債務保証を行っております。また、当該債
務保証対象の借入には、伊藤忠トレジャリー㈱が当社の引受輸入手形につき債務引受を行ったことによる銀行借入が含まれており
ます。このうち152,430百万円は、当該債務引受に際し、当社が伊藤忠トレジャリー㈱に対して計上している未払金残高と対応い
たします（注２参照）。これらの金額を控除した当社の保証額は475,600百万円です。

(注７) 当該債務保証に対しては、68,174百万円の債務保証等損失引当金を計上しております。
(注８) 同社に対して85,080百万円の追加出資を行ったものです。
(注９) 2021年５月13日付で、当社保有の同社の全株式を譲渡しております。議決権等の割合及び取引については関連当事者であった期

間のものを記載しております。なお、株式譲渡価格については独立した第三者による株価算定の結果を踏まえ、両社協議のうえで
決定しております。

(注10) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

１株当たり純資産額 807円20銭
１株当たり当期純利益 303円44銭

〔１株当たり情報に関する注記〕

(注) 株式給付型ESOP信託口及び役員報酬BIP信託口が所有する当社株式は、貸借対照表上の自己株式として処理しており、上記１株当た
り情報の算出において控除する自己株式に含めております。

〔収益認識に関する注記〕
収益を理解するための基礎となる情報については、「連結注記表 重要な会計方針の要約 14.収益」に記載しております。
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（ご参考）連結キャッシュ・フロー計算書

（百万円未満四捨五入） （単位：百万円）

科目 第98期
(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

第97期
(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

営業活動によるキャッシュ・フロー：
当期純利益 878,973 440,883
営業活動によるキャッシュ・フローへの調整
減価償却費等 404,184 424,297
有価証券損益 △211,851 △4,105
固定資産に係る損益 17,601 157,524
金融収益及び金融費用 △72,177 △40,041
持分法による投資損益 △291,435 △228,636
法人所得税費用 271,056 71,592
貸倒損失・引当金等 △2,836 30,504
資産・負債の変動他 △241,650 58,976
利息の受取額 19,706 24,142
配当金の受取額 201,532 144,732
利息の支払額 △29,807 △39,412
法人所得税の支払額 △142,133 △144,556
営業活動によるキャッシュ・フロー 801,163 895,900
投資活動によるキャッシュ・フロー：
持分法で会計処理されている投資の取得及び売却 67,043 △20,694
投資等の取得及び売却 83,344 △50,913
貸付による支出及び回収による収入 15,672 23,300
有形固定資産等の取得及び売却 △124,883 △152,583
定期預金の増減 △2,539 △6,406
投資活動によるキャッシュ・フロー 38,637 △207,296
財務活動によるキャッシュ・フロー：
社債及び借入金による調達及び返済 △349,350 251,606
リース負債の返済額 △266,974 △277,493
当社株主への配当金の支払額 △135,356 △129,008
自己株式の増減 △60,036 △14,266
その他 △34,990 △559,606
財務活動によるキャッシュ・フロー △846,706 △728,767
現金及び現金同等物の増減額 △6,906 △40,163
現金及び現金同等物の期首残高(連結財政状態計算書計上額) 544,009 611,223
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の振戻額 44,331 －
現金及び現金同等物の期首残高 588,340 611,223
為替相場の変動による現金及び現金同等物への影響額 30,281 17,280
売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物 － △44,331
現金及び現金同等物の期末残高 611,715 544,009

(ご参考)連結キャッシュ・フロー計算書

(注) 当社は、連結キャッシュ・フロー計算書を国際会計基準（IFRS）に準拠して作成しております。
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（ご参考）事業セグメント情報

第98期(2021年４月１日から2022年３月31日まで) （百万円未満四捨五入　単位：百万円）

繊維 機械 金属 エネルギー・
化学品 食料 住生活 情報・金融 第８ その他及び

修正消去 連結合計
収益：

外部顧客からの収益 444,750 1,193,976 1,043,071 2,864,111 4,293,543 1,036,990 863,997 457,920 94,990 12,293,348
セグメント間
内部収益 13 84 － 38,624 11,886 21,883 13,077 1,942 △87,509 －

収益合計 444,763 1,194,060 1,043,071 2,902,735 4,305,429 1,058,873 877,074 459,862 7,481 12,293,348
売上総利益 96,775 205,799 178,957 253,050 320,437 190,338 295,876 387,588 8,345 1,937,165
持分法による投資損益 4,464 42,439 47,167 12,444 16,679 30,289 43,504 797 93,652 291,435
当社株主に帰属
する当期純利益 25,142 80,039 225,971 89,629 58,988 105,239 104,288 49,021 81,952 820,269

セグメント別資産 436,807 1,302,692 1,285,258 1,489,260 1,979,520 1,126,171 1,350,414 1,813,769 1,369,767 12,153,658

第97期(2020年４月１日から2021年３月31日まで) （百万円未満四捨五入　単位：百万円）

繊維 機械 金属 エネルギー・
化学品 食料 住生活 情報・金融 第８ その他及び

修正消去 連結合計
収益：

外部顧客からの収益 435,026 1,053,415 657,165 2,180,359 3,975,295 755,419 751,225 478,758 75,966 10,362,628
セグメント間
内部収益 87 50 － 37,145 5,003 18,764 12,908 1,971 △75,928 －

収益合計 435,113 1,053,465 657,165 2,217,504 3,980,298 774,183 764,133 480,729 38 10,362,628
売上総利益 89,521 173,596 110,380 228,225 331,192 147,440 280,579 418,819 995 1,780,747
持分法による投資損益 2,003 25,621 22,612 11,010 12,276 5,206 39,134 △443 111,217 228,636
当社株主に帰属
する当期純利益 1,609 22,830 104,078 36,066 25,032 21,270 58,134 21,267 111,147 401,433

セグメント別資産 418,720 1,124,873 913,582 1,279,210 1,799,320 1,036,682 1,236,777 2,280,472 1,088,796 11,178,432

(ご参考)事業セグメント情報
当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、多種多様な商品のトレーディング、ファイナンス、物流及びプロジェクト案件の企画・

調整等を行う他、資源開発投資・事業投資等の実行を通して各種機能・ノウハウ等を培い、かつ保有しております。これらの総合力を
活かし、幅広い業界及びグローバルなネットワークを通じて、８つのディビジョンカンパニーが、繊維や食料、住生活、情報・金融等
の生活消費分野、機械や化学品、石油製品、鉄鋼製品等の基礎産業分野、そして金属資源、エネルギー資源等の資源分野において、多
角的な事業活動を展開しております。

また、これらの多角的に展開する事業活動を推進するため、当社は担当する業界、並びに主として取扱う商品及びサービスに応じて、
繊維、機械、金属、エネルギー・化学品、食料、住生活、情報・金融、第８の８つのディビジョンカンパニーを設け、当該８つのディ
ビジョンカンパニーがそれぞれ、分掌する事業領域を統括する責任を負う体制としております。当社の経営者は、当該ディビジョンカ
ンパニーをセグメント単位として経営戦略、経営資源の配分を決定し、業績管理についても、「当社株主に帰属する当期純利益」をは
じめとするいくつかの指標に基づき、当該ディビジョンカンパニーを単位として実施しております。

以上に鑑み、当社は、当該８つのディビジョンカンパニーを報告セグメントとしており、第98期及び第97期の事業セグメント情報
は次のとおりです。

(注１) 当社は、事業セグメント情報を国際会計基準（IFRS）に準拠して作成しております。
(注２) 「その他及び修正消去」には、各事業セグメントに帰属しない損益及びセグメント間の内部取引消去が含まれております。

CITIC Limited 及び C.P. Pokphand Co. Ltd.に対する投資及び損益は当該セグメントに含まれております。
(注３) 「外部顧客からの収益」は、顧客との契約から生じた収益及びその他の源泉から生じた収益が含まれております。

その他の源泉から生じた収益には、主に原油、天然ガス等のエネルギートレードによる収益、リースに関する収益がありますが、金額に重要性はありません。
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