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豪州子会社の工場閉鎖に伴う諸費用の損失計上について 

 

当社は、平成 20 年 3 月期（平成 19 年 4 月 1 日～平成 20 年 3 月 31 日）において、豪州子会社

の工場閉鎖に伴うリストラ等諸費用を損失計上しますのでお知らせいたします。 

 

記 

１． 損失計上の理由 

本日、当社及び豪州における生産・販売子会社である MITSUBISHI MOTORS AUSTRALIA LTD.

（以下、ミツビシ・モーターズ・オーストラリア・リミテッド）は、豪州事業構造の現状

を詳細分析した結果、長期的な成長を達成するために現地生産事業から撤退し、輸入完成

車販売事業に専念することを決定いたしました。これにより、現地生産工場閉鎖に伴う諸

費用を損失計上いたします。 

     

２． 今後の見通し 

 

（１）当社損益への影響 

平成 20 年 3 月期（平成 19 年 4 月 1日～平成 20 年 3 月 31 日）において、豪州現地生産

工場閉鎖に伴うリストラ等諸費用 220 億円を損失計上いたしますが、その大半を特別損

失として計上する予定です。但し、本損失は、最近の販売・為替の動向に伴う営業利益

/経常利益の上振れによりカバーされる見込みのため、当期純利益については前回平成

19 年 10 月 30 日に発表した予想数値(200 億円)を据え置きます。 

 

連結通期業績予想 

(単位:百万円) 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 2,700,000 70,000 47,000 20,000

今回修正予想(B) 2,670,000 80,000 60,000 20,000

増減額(B-A) △30,000 10,000 13,000 -

増減率(%) △1.1% 14.3% 27.7% -

(ご参考)           
前年同期実績 

(平成 19 年 3 月期) 
2,202,869 40,237 18,542 8,745

 



 

（２）純資産への影響 

上記(１)項記載の通り、豪州現地生産工場閉鎖に伴う損失を加味した当期純利益予想は、

前回発表予想と変更ないため、純資産に与える影響はありません。 

 

(参考)  ミツビシ・モーターズ・オーストラリア・リミテッドの概要 
  

(１) 主な事業内容：自動車の輸入・組立・販売 

(２) 設立経緯：1980 年 4 月、三菱自動車工業株式会社及び三菱商事株式会社が 

前身の CHRYSLER AUSTRALIA LTD.の全株を取得し、同 10 月、 

      現在名に社名変更       

(３) 本店所在地：豪州 南オーストラリア州 アデレード市       

(４) 代表者：ロバート・マクエニリー       

(５) 資本金：1,440 百万豪州ドル 

(６) 従業員数：1,164 名 

(７) 当社との関係：連結子会社 

      (８) 大株主構成および持株比率：三菱自動車工業株式会社 100% 

(９) 敷地面積：701,600平方メートル 
(１０) 建屋面積：174,000平方メートル 
(１１) 工場生産能力：3万台／年 
(１２) 生産車種：『380』 
(１３) 販売車種：『380』、『トライトン』、『ランサー』、『パジェロ』等  

以上 



ご参考： 

三菱自動車の豪州事業を統括するミツビシ・モーターズ・オーストラリア・リミテッド 

（MMAL 所在地：オーストラリア・アデレード市）は、現地時間 2008 年 2 月 5 日 16 時 30 分 

（日本時間同日 15 時 00 分）、以下の内容を発表致しましたので、翻訳版をご案内致します。 

 

豪州三菱自動車、豪州において輸入完成車販売事業に専念する戦略を決定 
 
 

大型乗用車セグメントの需要縮小に伴いセダン『380』の生産終了 
 

三菱車販売・ディーラー・アフターサービス・補用部品・アクセサリーの 
各事業は従来通り継続 

 
 
[2008 年 2 月 5 日] アデレード発： 三菱自動車の豪州における生産・販売会社である豪州三
菱自動車（ミツビシ・モーターズ・オーストラリア・リミテッド、MMAL）及びその親会社である三菱
自動車（MMC）は、本日、豪州市場において今後も長期的に販売活動を継続していくという方
針には変わりないものの、残念ながら大型セダン『380』の現地生産を行っているトンズレーパ
ーク工場（アデレード市）については閉鎖の決定を発表した。なお、この決定はその他の三菱車

の販売等に対して影響を及ぼすものでは無い。 
 
 
MMALのロバート・マクエニリー社長兼 CEOは以下のコメントを述べた。 
「現地生産の終了を決定したが、我々は引続き豪州において事業を発展させることを狙ってい

る。」 
 
「豪州は三菱ブランドにとって重要な市場の一つであり、三菱車の国別販売台数規模では、5
番目に大きい市場である。我々は過去 12 ヶ月間に輸入乗用車、商用車及び SUV モデルを中
心に販売台数を前年比で 20.7%増加させるという目覚しい成長を遂げており、その結果、年間
販売台数は 66,000台、マーケットシェアは 6.2%に達しており、豪州市場の上位 5社の一角を
占めている。」 
 
「しかしながら、大型乗用車に対する需要低下がより一層進行しているというのは避けられない

事実である。」 
 
「過去数年に亘って、アデレード工場を活用して代替車種を生産するという選択肢について数多

くのスタディが行われてきた。」 
 
「また、ここ数ヶ月の間、我々は MMC と密接に協力しながら、豪州事業の長期的な成長を達成
する上で最も適切なビジネスモデルの検討を行ってきた。事業構造の現状を詳細に分析し、ア

デレード工場の今後についてあらゆる選択肢を検討した結果、現地生産事業から撤退し、輸入

車事業に専念するという決定を下した。」 
 
「我々は、『380』の生産規模を採算可能なレベルまで引き戻すこと、代替車種を生産して事業
性を確保することの何れにも可能性を見出すことが出来ないという見方に到ったのである。」 
 
「これは極めて難しい決定であった。我々はアデレード工場が、フレキシブルな生産体制、優れ

たコスト体質、厳格な品質管理を実現する為に、強い責任感を持ち且つロイヤリティの高い数

多くの従業員、サプライヤー、そして数多くの事業パートナーの皆様にこれまで御尽力いただい

たことを思うと、感謝の念に堪えない。」とマクエニリー社長は述べた。 
 
工場閉鎖に伴い直接的な影響を受ける 930 名の従業員に対し、2005 年のロンズデール・エン
ジン工場閉鎖の際と同様に好条件の退職パッケージが提供される予定である。MMAL は、
2008年 3月末に工場での生産を終了するのに際し、従業員が保有するあらゆる権利が保護さ
れ、且つ保証されることを既に確認している。 
 



MMAL はまた、政府関係部局と密接に協力しながら、退職に伴うカウンセリング、転職先の斡
旋、必要な職業訓練の実施、その他の支援サービスを幅広く提供していく予定である。 
 
マクエニリー社長は、「過去 10 年間にわたって、MMC は、膨大な事業損失を補填するだけで
なく、大規模な設備投資を通じて、豪州での現地生産事業に対して最大限の支援を行ってきた。

これだけ長期間にわたって困難な状況を経験してきた今、更なる損失の発生をそのままにして

おくことはもはや合理的とは言えない。また、ここで新たな車種の現地生産に更なる投資を実行

することは決して正当化できないであろう。」と、述べた。 
 
「生産事業継続に伴う困難の重大さを考慮すると、政府からの支援は、トンズレーパーク工場に

おける生産事業を維持するための解決策にはならないし、我々としても生産事業継続の為に政

府から支援を受けることを求めていない。」と、マクエニリー社長は述べた。 
 
MMAL は、現行自動車政策（ACIS）の下で、他の現地生産メーカーと同様に輸入関税の一部
減免という形でこれまで連邦政府から支援を受けてきたことを正しく認識し、感謝している。また、

同社は南オーストラリア州政府からは『380』の開発に関連して 35 百万豪ドルの助成金を
2002 年に受け取っており、これについては工場閉鎖後に州政府宛に返済する予定となってい
る。 
 
MMAL は、『380』を含む全ての三菱自動車製品に対する補用部品、ワランティ及びアフターサ
ービスの提供を行っている全国 200箇所に及ぶ広範なディーラー網を今後更に拡充していく計
画である。 
 
MMAL はまた、『380』について、全ての既存及び新規の個人顧客を対象として、既に業界随一
の水準にあるワランティ期間を 6年へ延長することを発表した。 
 
「このワランティ延長は、数々の受賞歴を誇る『380』に対する我々のサポートが今後も変わり無
いことをはっきりと示している。」とマクエニリー社長は述べた。 
 
「三菱自動車は現在、豪州市場においてより一層の成長を遂げることに焦点を当てている。

我々は、『ランサー』、『コルト』、『グランディス』、『パジェロ』、「アウトランダー」、『トライトン』、

『エクスプレスバン』という幅広いモデルラインアップを持っており、これら輸入車モデルは今や

我々の年間販売台数の約 90%を占めるほどに成長している。更に今後新商品の投入が控え
ていることを併せて考えれば、豪州自動車市場における我々の長期的な存在感の確保と成長

目標の達成は間違いないものと確信している。」と、マクエニリー社長は述べた。 
 



 
ご参考： 

三菱自動車の豪州事業を統括するミツビシ・モーターズ・オーストラリア・リミテッド 

（MMAL 所在地：オーストラリア・アデレード市）は、現地時間 2008 年 2 月 5 日 16 時 30 分 

（日本時間同日 15 時 00 分）、豪州事業に関する発表を行いましたが、最後に添付資料として 

以下の内容を併せて発表致しましたので、翻訳版をご案内致します。 

 
 
 
益子社長コメント 
 
 
 
「 ミツビシ・モーターズ・オーストラリア・リミテッドは 1980 年の設立以来、累計で 100 万台を超

える自動車生産を行っており、豪州における生産事業は三菱自動車の海外事業の発展に多

大な貢献を果たしてきました。 

 

豪州での生産事業を終了するという決定に到ったことは非常に残念でありますが、我々は今

回の決定が、市場環境の変化に対応し、豪州におけるビジネスを継続し且つ持続的に成長

させる為に必要なものであると確信しております。 

 

今回の決定が、三菱自動車にとって重要な市場の一つであるという豪州の位置付けに影響

を及ぼすことは全くありません。当社は、魅力的な新モデルを投入し、販売組織を強化するこ

とによって、豪州における三菱自動車ブランドを更に高めていくように努めてまいります。そし

て、豪州国内のお客様のニーズと期待に応えられるような高い品質の製品とアフターサービ

スを今後も提供し続けます。 

 

MMC は、MMAL の従業員及びその他のビジネスパートナーの永年に亘る貢献とロイヤリティ

に対してここに感謝の意を表します。」 

 

 


