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連結子会社・関連会社 
（2020年 3月 31日現在）

名称 国・地域

連結子会社
東日本三菱自動車販売株式会社 日本
中部三菱自動車販売株式会社 日本
西日本三菱自動車販売株式会社 日本
パジェロ製造株式会社 日本
三菱自動車ロジテクノ株式会社 日本
三菱自動車エンジニアリング株式会社 日本
水菱プラスチック株式会社 日本
MMCダイヤモンドファイナンス株式会社 日本
ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカ・インク*2 米国
ミツビシ・モーターズ・アールアンドディー・オブ・アメリカ・インク 米国
ミツビシ・モーター・セールス・オブ・カナダ・インク カナダ
ミツビシ・モーター・セールス・オブ・カリビアン・インク プエルトリコ
ミツビシ・モーターズ・デ・メヒコ・エスエー・デ・シーブイ メキシコ
ミツビシ・モーターズ・ヨーロッパ・ビー・ブイ*2 オランダ
ミツビシ・モーター・アールアンドディー・ヨーロッパ・ジーエムビーエイチ ドイツ
ミツビシ・モーター・セールス・ネーデルーランド・ビー・ブイ オランダ
ミツビシ・モーターズ・オーストラリア・リミテッド*2 オーストラリア
ミツビシ・モーターズ・ニュージーランド・リミテッド ニュージーランド
ミツビシ・モーターズ（タイランド）・カンパニー・リミテッド*2 タイ
エムエムティエイチ・エンジン・カンパニー・リミテッド タイ
ミツビシ・モーターズ・フィリピンズ・コーポレーション フィリピン
エイシアン・トランスミッション・コーポレーション フィリピン
ミツビシ・モーターズ・ミドルイースト・アンド・アフリカ・エフゼットイー U. A. E.
ピーティー・ミツビシ・モーターズ・クラマ・ユダ・インドネシア インドネシア
ミツビシ・モーターズ・ベトナム・カンパニー・リミテッド ベトナム
その他子会社10社

持分法適用関連会社
十勝三菱自動車販売株式会社 日本
長野三菱自動車販売株式会社 日本
三重三菱自動車販売株式会社 日本
香川三菱自動車販売株式会社 日本
宮崎三菱自動車販売株式会社 日本
東関東MMC部品販売株式会社 日本
株式会社NMKV 日本
エムエムディー・オートモービル・ジーエムビーエイチ ドイツ
広汽三菱汽車有限公司 中国
ピーティー・ミツビシ・モーターズ・クラマ・ユダ・セールス・インドネシア インドネシア
その他関連会社9社

その他の関係会社
名称 国・地域

日産自動車株式会社*3 日本
三菱商事株式会社*3 日本

＊ 1：議決権の所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数
＊2：  特定子会社に該当（ミツビシ・モーターズ・ノース・アメリカ・インク、ミツビシ・モーターズ・ヨーロッパ・ビー・ブイ、ミツビシ・モーターズ・オーストラリア・

リミテッド、ミツビシ・モーターズ（タイランド）・カンパニー・リミテッド）
＊3：有価証券報告書を提出
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資本金 事業の内容 議決権の所有割合（％）*1

100百万円 自動車の販売 100.0
100百万円 自動車の販売 100.0
100百万円 自動車の販売 100.0
610百万円 自動車の製造 100.0
436百万円 自動車の輸送・整備、自動車部品の販売 83.2
350百万円 自動車の開発 100.0
100百万円 自動車部品の製造 100.0

3,000百万円 自動車の販売金融・リース・レンタル 100.0
398,812千米ドル 自動車の販売 100.0

2,000千米ドル 自動車関連調査・試験・研究 100.0（100.0）
2,000千カナダドル 自動車の販売 100.0（100.0）

47,500千米ドル 自動車の販売 100.0
92,001千メキシコペソ 自動車の販売 100.0

107,165千ユーロ 自動車の販売 100.0
767千ユーロ 自動車関連調査・試験・研究 100.0

6,807千ユーロ 自動車の販売 100.0
1,789,934千オーストラリアドル 自動車の販売 100.0

48,000千ニュージーランドドル 自動車の販売 100.0
7,000,000千バーツ 自動車の製造・販売 100.0

20,000千バーツ 自動車エンジン・プレス部品の製造 100.0（100.0）
1,640,000千フィリピンペソ 自動車の製造・販売 100.0

770,000千フィリピンペソ 自動車トランスミッションの製造 100.0
10,000千UAEディルハム 自動車部品の販売 100.0

2,200,000百万インドネシアルピア 自動車の製造 51.0
410,812,000千ベトナムドン 自動車の製造・販売 41.2

60百万円 自動車の販売 35.0
40百万円 自動車の販売 49.86
58百万円 自動車の販売 24.8
50百万円 自動車の販売 23.0
60百万円 自動車の販売 38.8

100百万円 自動車部品の販売 33.0  （10.0）
10百万円 自動車の商品企画・開発 50.0

30,000千ユーロ 自動車の販売 24.99
1,947,000千元 自動車の製造・販売 30.0
1,300,000百万インドネシアルピア 自動車の販売 30.0

資本金 事業の内容 議決権の被所有割合（％）

605,814百万円 自動車の製造、販売および関連事業 34.0
204,447百万円 卸売業 20.0
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