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三菱デベロップメント社による豪州マーチソンメタルズ社保有 

クロスランズ・リソーシズ社及びオーカジー・ポート・アンド・レール権益取得 

（子会社の異動） 

 

三菱商事株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小林健）の完全子会社である三菱

デベロップメント社（Mitsubishi Development Pty Ltd、以下 MDP 社、本社：豪州シドニー）は、豪マ

ーチソンメタルズ社（Murchison Metals Ltd、以下 MML 社、本社：豪州パース）と共同で事業化調

査を推進する西豪州中西部地区におけるジャックヒルズ鉄鉱石プロジェクト並びに鉄道・港湾イン

フラ関連の全ての資産を、MML 社より買収すること（以下：本取引）を規定した株式・資産譲渡契

約書に本日署名しました。 

 

対象株式・資産は、MDP 社と MML 社が現在 50％：50％の持分比率で保有するクロスランズ・リソ

ーシズ社（Crosslands Resources Ltd、以下 CRL 社）及びこれに関連する鉄道・港湾インフラ事業

体であるオーカジー・ポート・アンド・レール（Oakajee Port and Rail、以下 OPR）の MML 社保有全

権益であり、買収予定額は現金 3.25 億豪ドル（約 250 億円）となります。 

 

【概要】 

・ MDP 社は、MML 社が保有する全権益（CRL 社の 50％株式及び OPR の 50％資産）を 3.25 億

豪ドル（約 250 億円）の対価にて取得。 

・ 本取引は、本プロジェクト並びに西豪州中西部地区の開発に向けた環境を整えるものであ

る。 

・ 本取引は、MML 社取締役会の承認を得ている。 

・ 本取引は、MDP 社にとっての西豪州中西部地区の重要性を示すものである。 

 

【合意内容】 

MDP 社と MML 社は、本プロジェクトにおける MML 社保有権益を、総額 3.25 億豪ドル（約 250 億



円）で取得することにつき合意しました。本取引により、MML 社との間で 2007 年 6 月に取り決めら

れていた MDP 社より CRL 社に対するジャックヒルズ鉄鉱山権益取得対価の最終拠出金（事業化

調査等を踏まえ合意される事業価値）の支払い義務は解消されることになります。 

 

本プロジェクトのMML社保有権益の取得にあたっては、2012年2月15日までに開催予定のMML

社臨時株主総会において、普通決議による同社株主の承認が必要となります。同承認を経て、

2012 年 3 月 31 日までに権益譲渡手続きを完了する予定です。 

 

【目的】 

本プロジェクトは現在事業化調査の最終段階にありますが、本取引実行により、CRL 社並びに

OPR の従業員やコントラクターの確保を含め、本プロジェクトの建設・操業ステージに向けた環境

が整うこととなります。MDP 社は、事業化調査の完成及び関連許認可取得に向けた CRL 社並び

に OPR の主要な活動をサポートして参ります。 

 

また、MDP社は、本プロジェクトを実行する上で求められる資金力を有するパートナーや投資家に

対し、本取引により取得した権益を適切なタイミングで譲渡することを意図しております。新しいパ

ートナーの招聘は、本プロジェクト開発にあたっての資金調達、並びにオーカジー港湾・鉄道イン

フラを利用する予定の顧客候補との交渉促進の一助になると考えております。 

 

【条件】 

本プロジェクトを円滑に進展させるためには、短期間で譲渡手続きを完了させる必要があるとの

認識から、本契約の効力発生要件を以下の通り限定的なものとしております。 

・ 豪州外国投資規制委員会の承認が得られること 

・ MML 社の株主による承認 

・ MML 社の行為による重大な価値の毀損がないこと 

・ OPR に関連する主要契約書（西豪州政府との間で締結されたインフラ開発趣意書を含む）に

おける当事者の変更 

・ 取得する株式・資産に設定された担保の解除 

・ その他のあらゆる許認可の取得 

・ MML 社が抱える係争中案件の解決 

 

【異動する子会社（CRL 社）の概要】 

(1) 名称 Crosslands Resources Ltd  

(2) 所在地 オーストラリア 西豪州 ウエストパース 

(3) 代表者の役職・氏名 CEO, Andrew Caruso 

(4) 事業内容 西豪州中西部地区ジャックヒルズ鉄鉱床の小規模試験操業



及び拡張プロジェクトの推進 

(5) 資本金 385 百万豪ドル (2011 年 6 月末現在) 

(6) 設立年月日 1993 年 8 月 30 日 

異動前 
MML 社  50％ 

MDP 社  50％ (7) 大株主及び持株比率 

異動後 MDP 社  100％ 

(8) 上場会社と当該会社との間の

関係 

当社は 2007 年以降、MDP 社を通じて当該会社の 50%株式を

保有。当社は当該会社に取締役を 3 名派遣している。 

決算期 2011 年 6 月 2010 年 6 月 2009 年 6 月

純資産 337.3 247.1 172.9 

総資産 390.7 282.9 205.2 

1 株当たり純

資産 

0.86 0.81 0.78 

売上高 228.3 165.3 152.9 

営業利益 5.6 ▲7.9 ▲7.7 

経常利益 2.6 ▲8.3 ▲8.3 

当期純利益 2.6 ▲8.6 ▲6.5 

1 株当たり当

期純利益 

0.01 ▲0.03 ▲0.03 

(9) 当該会社の最近3年間の経営

成績及び連結財政状態 

 

豪州会計基準：会計年度 2011 年

6 月期、2010 年 6 月期、2009 年 6

月期 (単位：百万豪ドル。但し、一

株当たり数値は豪ドル) 

1 株当たり配

当金 

0 0 0 

 

【権益取得の相手先（MML 社）の概要（2011 年 6 月 30 日時点）】 

(1) 名称 Murchison Metals Ltd 

(2) 所在地 オーストラリア 西豪州 ウエストパース 

(3) 代表者の役職・氏名 Managing Director, Greg Martin 

(4) 事業内容 鉄鉱石の探査及び採掘 

(5) 資本金 243 百万豪ドル 

(6) 設立年月日 1997 年 4 月 18 日 

(7) 純資産 226 百万豪ドル 

(8) 総資産 258 百万豪ドル 

(9) 大株主及び持株比率 
POSCO ： 13.9 ％ 、 JP Morgan Nominees ： 9.4 ％ 、 National 

Nominees：6.5％ (2011 年 9 月 16 日現在) 

(10) 上場会社と当該会社との間

の関係 

当該会社と当社は 2007 年以降、CRL 株式及び OPR 権益を

50%ずつ保有し、本プロジェクトを共同で推進。 



 

【当社の今期連結業績への影響】 

本合意に基づく権益取得に伴う、当社の今期連結業績への重要な影響はありません。 

 

【プロジェクト構成図】 
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本取引完了後、MDP社はCRL社株式の100％（OPR資産の50％を含む）、及びOPR資産の50％

を保有することとなります。 

 

 

 


