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関係会社情報

社名 所在地 出資比率 事業内容

連 いすゞ 自動車販売株式会社 東京都品川区 75% 商用車・バスなどの卸売販売

連 いすゞ 自動車東北株式会社 宮城県仙台市 75% 商用車・バスの販売・修理

連 いすゞ 自動車首都圏株式会社 東京都江東区 75% 商用車・バスの販売・修理

連 いすゞ 自動車中部株式会社 愛知県名古屋市 75% 商用車・バスの販売・修理

連 いすゞ 自動車近畿株式会社 大阪府守口市 75% 商用車・バスの販売・修理

連 いすゞ 自動車中国四国株式会社 広島県広島市 75% 商用車・バスの販売・修理

連 いすゞ 自動車九州株式会社 福岡県福岡市 75% 商用車・バスの販売・修理

連
いすゞ リーシングサービス
株式会社 東京都品川区 75% 商用車リース、商用車メンテ

ナンス受託サービス
連 株式会社IJTT 神奈川県横浜市 43.25% 自動車部品・エンジンの製造

連 いすゞ ライネックス株式会社 東京都品川区 100% 物流統括／管理

持 ジェイ・バス株式会社 石川県小松市 50% バス製造・販売

持 日本フルハーフ株式会社 神奈川県厚木市 34% トレーラー、各種自動車車体、
コンテナ製造

社名 所在地 出資比率 事業内容

連 いすゞ モーターズアジアリミテッド(IMA) シンガポール共和国 100% アセアン域内ビジネスの統括、生産用および補修用部品の卸売

連 いすゞ モーターズインターナショナルオペレーションズタイランドリミテッド(IMIT) タイ王国 70% ピックアップトラックの輸出

連 泰国いすゞ 自動車株式会社(IMCT) タイ王国 71.15% 商用車、ピックアップトラックの製造および車両、コンポ、部品輸出卸販売

連 泰国いすゞ エンジン製造株式会社(IEMT) タイ王国 98.56% ディーゼルエンジンの製造、販売

連 いすゞ（中国）発動機有限公司(ICEC) 中華人民共和国 50.61% エンジン部品の製造、自動車・エンジン部品の組立

連 いすゞ モーターズインディアプライベートリミテッド(IMI) インド共和国 62% ピックアップトラックおよび派生車の輸入・組立・卸売

連 いすゞ ノースアメリカコーポレーション(INAC) 米国 100% 現地子会社の統括および商用車・補修部品の輸入／卸売り、生産用部品の輸
入、組立、共通間接業務の子会社への提供

連 いすゞ モーターズアメリカエルエルシー(ISZA) 米国 100% 産業エンジンおよび補修部品の輸入・販売

連 いすゞ コマーシャルトラックオブアメリカインク(ICTA) 米国 80% 北米商用車事業統括管理、商用車・補修部品の輸入および卸売り、コンポー
ネントの輸入および供給

連 いすゞ オーストラリアリミテッド(IAL) オーストラリア 100% 商用車、部品、エンジンの輸入・販売およびサービス

連 いすゞ 自動車インターナショナル(IIF) アラブ首長国連邦 100% 新車販売・ライフサイクルビジネスの推進、補修部品の販売およびアフターセールス
トレーニング、中近東・アフリカ地域におけるいすゞ 関連企業のバックオフィス支援

連 いすゞ モーターズサウスアフリカリミテッド(IMSAf) 南アフリカ共和国 100% 南アフリカおよび周辺国向け商用車、バス、LCVの生産・販売

持 慶鈴汽車股份有限公司 中華人民共和国 20% 商用車、ピックアップトラックおよびSUVの製造および販売

持 いすゞ アストラモーターインドネシア(IAMI) インドネシア共和国 50% 商用車の組立、販売

持 ディーマックスリミテッド(DMAX) 米国 40% ディーゼルエンジンの製造、販売

持 ゼネラルモーターズエジプトSAE(GME) エジプト・アラブ共和国 21.84% 乗用車、小型商用車の組立・販売

主な国内関係会社

当社および連結子会社88社、持分法適用会社50社（2021年3月現在）

主な海外関係会社

外部顧客
（株）IJTT
（株）湘南ユニテック
日本フルハーフ（株）
ジェイ・バス（株）

持

連 連結子会社
持分法適用会社

いすゞ 自動車販売（株）
いすゞ 自動車東北（株）
いすゞ 自動車首都圏（株）
いすゞ 自動車近畿（株）
いすゞ 自動車中部（株）

いすゞ 自動車中国四国（株）
いすゞ 自動車九州（株）
いすゞ リーシングサービス（株）

他26社

国内販売・サービス会社 他

いすゞ ノースアメリカコーポレーション
いすゞ モーターズアメリカエルエルシー
いすゞ コマーシャルトラックオブアメリカインク
いすゞ オーストラリアリミテッド
いすゞ モーターズアジアリミテッド
泰国いすゞ 自動車（株）
いすゞ モーターズインターナショナルオペレーションズタイランドリミテッド
いすゞ（中国）発動機有限公司
いすゞ モーターズインディアプライベートリミテッド
いすゞ 自動車インターナショナル
いすゞ モーターズサウスアフリカリミテッド 他49社

海外製造・販売会社 他

五十鈴（中国）投資有限公司
五十鈴（中国）企業管理有限公司

海外サービス会社 他

いすゞ ライネックス（株）
いすゞ エステート（株）

国内物流・サービス会社 他

バス・部品製造会社 他
い
す
ゞ
自
動
車
株
式
会
社

製品

製品製品

製品

役務提供

役務提供

役務提供

役務提供

役務提供

部品等

役務提供

他13社

他28社

他6社
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会社情報・株式情報

会社名 いすゞ 自動車株式会社
(ISUZU MOTORS LIMITED)

本社所在地 東京都品川区南大井6-26-1 大森ベルポートA館
TEL：03-5471-1141（総務人事部ダイヤルイン）

代表取締役社長 片山 正則（かたやま まさのり）

設立 昭和12年（1937年）4月9日

資本金 406.44億円（2021年3月末現在）

従業員数 連結：36,224人 単独：8,149人（2021年3月末現在）

主要製品 大型・中型・小型トラック、バス、自動車用ディーゼルエンジン、
産業用ディーゼルエンジン

売上高 連結：1,908,150百万円 単独：922,628百万円（2021年3月期）

営業利益 連結：95,732百万円（2021年3月期）

経常利益 連結：104,265百万円（2021年3月期）

親会社株主に
帰属する当期純利益 連結：42,708百万円（2021年3月期）

連結子会社数 88社（2021年3月期）

普通株式

発行可能株式総数 1,700,000,000株

発行済株式総数 777,442,069株

株主数 40,898名

氏名又は名称 持株数（千株） 持株比率（%）

三菱商事株式会社 63,633 8.62

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 60,151 8.15

伊藤忠自動車投資合同会社 52,938 7.17

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 37,719 5.11

株式会社みずほ銀行 15,965 2.16

全国共済農業協同組合連合会 12,650 1.71

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 12,591 1.71

JP MORGAN CHASE BANK 385632 12,336 1.67

THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044 11,366 1.54

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 9,830 1.33

本社

（注） 1. 持株比率は自己株式（39,001,520株）を控除して計算しております。
なお、当該自己株式のうち39,000,000株については、2021年4月9日付でトヨタ自動車株式会社に対する第三者割当を実行することにより
処分しました。また、自己株式数には、取締役等を受益者とする信託が保有する株式は含めておりません。

 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。
また、表示単位未満は四捨五入して表示してあります。

 3. 株数は千株未満を切り捨てて表示してあります。

会社概要

発行可能株式総数、発行済株式総数および株主数（2021年3月31日現在）

大株主の状況（2021年3月31日現在）

株主名簿管理人
三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部
〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号

栃木工場藤沢工場
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