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投資家情報

IRトピックス
2019年05⽉23⽇

第148回定時株主総会招集ご通知を掲
載しました。
株主総会

2019年04⽉26⽇

2018年度 連結決算概要を掲載しまし
た。
決算概要・決算短信

経営関連ニュース
2019年06⽉13⽇

三菱電機グループ「環境ビジョン
2050」策定

2019年06⽉11⽇

話した⾔葉を指でなぞった軌跡に表⽰
する「しゃべり描きアプリ」提供開始 

2019年05⽉20⽇

三菱電機の経営戦略 

ニュースリリース⼀覧 株価情報







Topics

2019年04⽉26⽇
2018年度 連結決算概要を掲載しました。

2019年03⽉25⽇
2019年3⽉期 配当⾦予想を掲載しました。

ニュースリリース

2019年05⽉23⽇ 令和元年度 全国発明表彰「発明賞」を受賞

2019年05⽉20⽇ 三菱電機の経営戦略 

2019年05⽉16⽇ 三菱電機 静岡製作所「空調技術棟」竣⼯のお知らせ

2019年05⽉15⽇ 三菱電機とHEREが「レーンハザードワーニングシステム」を開発 

2019年05⽉14⽇ 第2回 学⽣が選ぶインターンシップアワード「⼤賞」受賞

ニュースリリース⼀覧





社長メッセージ

当社執行役社長 杉山武史からの
メッセージを掲載しています。

コーポレート・ガバナンス

経営の機動性、透明性の一層の向
上を図るとともに、経営の監督機
能を強化し、持続的成長を目指し
ています。

定款

当社の定款を掲載しています。

組織・役員

当社の組織図及び取締役、執行役
をご紹介しています。

事業等のリスク

事業等のリスクを掲載していま
す。

情報公開方針

当社の情報公開方針を掲載してい
ます。

経営体制



1. 信頼 社会・顧客・株主・社員・取引先等との高い信頼関係を確立する。

2. 品質 最良の製品・サービス、最高の品質の提供を目指す。

3. 技術 研究開発・技術革新を推進し、新しいマーケットを開拓する。

4. 貢献 グローバル企業として、地域、社会の発展に貢献する。

5. 遵法 全ての企業行動において規範を遵守する。

6. 環境 自然を尊び、環境の保全と向上に努める。

7. 発展 適正な利益を確保し、企業発展の基盤を構築する。

2017年度（2018年3月期）の国内外の景気は、中国は横ばい、米国では堅調な拡
大、日本や欧州では緩やかな回復基調で推移しました。また、為替については、前年
度と比べると、5月以降は対米ドル、対ユーロともに円安で推移しましたが、11月後
半から対米ドルは円高となりました。
かかる中、三菱電機グループは、これまでの事業競争力強化・経営体質強化に加え、
自らの強みに根ざした成長戦略の推進に、従来以上に軸足を置いて取り組んでまいり
ました。
この結果、三菱電機グループの連結売上高は前年度比5％増収の4兆4,311億円、営業
利益は、前年度比18％増益の3,186億円（営業利益率7.2％）となりました。
継続的に達成すべき経営指標（ROE10％以上、借入金比率15％以下）の達成
と、2020年度までに達成すべき成長目標（連結売上高5兆円以上、営業利益率8％以
上）の実現に加えて、2020年度以降の成長持続を目指し、引き続き、強い事業の成長
を
加速するとともに、技術シナジー・事業シナジーを発揮し、各種施策を進めてまいり
ます。

三菱電機グループは、企業理念及び7つの行動指針に基づき、CSRを企業経営の基本
と位置付け、今日的な社会課題の中でも特に環境問題や資源・エネルギー問題などを
念頭に置き、グループ全体で製品・システム・サービスの提供にグローバルに取り組
み、豊かな社会の実現に貢献する「グローバル環境先進企業」としてステークホル
ダーから認められる企業を目指してまいります。
株主・投資家の皆さまにおかれましては、引き続きご支援を賜りますよう心よりお願
い申し上げます。

2018年6月

企業理念

三菱電機グループは、技術、サービス、創造力の向上を図り、活力とゆとりある社会の実現に貢献する。

7つの行動指針

社長メッセージ＜株主・投資家の皆さまへ＞



コーポレート・ガバナンスに関する報告書 （PDF:111KB）

【投資家情報】IR資料室

基本的な考え方

三菱電機グループは、経営の機動性、透明性の一層の向上を図るとともに、経営の監督機能を強化し、持続的成長を目指
しています。顧客、株主を始めとするステークホルダーの皆さまの期待により的確に応えうる体制を構築し、更なる企業
価値の向上を図ることを基本方針としています。

コーポレート・ガバナンス



コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

会社機関の概要

当社は、2003年6月に委員会等設置会社（現：指名委員会等設置会社）へ移行し、経営機構の改革を行いました。これに
より、経営の監督と執行の分離を行い、経営の監督機能は取締役会が、経営の執行機能は執行役が担う体制としました。

当社の取締役は12名で構成し、社外取締役が5名（うち1名は女性）を占める体制とし、客観的な視点から当社経営への
助言と監督を行っています。取締役会の内部機関として、指名委員会、監査委員会、報酬委員会を設置しました。それぞ
れ5名の取締役（うち過半数は社外取締役）により構成しています。なお、監査委員会には、専属の独立したスタッフを
配置し、監査委員を補佐しています。

当社の経営機構の特長としては、経営監督機能の長である取締役会長と、最高経営責任者である執行役社長を分離したこ
とが挙げられます。また、取締役会長、執行役社長とも、指名・報酬委員会のメンバーとはしていません。経営の監督と
執行を明確に分離することにより、当社のコーポレート・ガバナンスをより実効性のあるものとしています。

コーポレート・ガバナンス体制



内部統制システムの整備の状況など

（ア） 監査委員会の職務の執行のため、監査委員の職務を補助する専属の使用人を配置するなど独立性を担保するとと
もに、監査委員の職務の執行に際して生ずる費用又は債務の処理についての社内規程を定め、適切に処理してい
ます。

また、監査委員会への報告に関する体制を整備し、内部統制部門より当社及び子会社に関する情報を監査委員会
に報告するとともに、内部通報制度を整備し、その内容について監査委員に報告しています。

さらに、監査委員は、執行役会議等重要な会議への出席、執行役並びに当社事業所及び子会社幹部へのヒアリン
グ等の調査を実施するとともに、会計監査人及び監査担当執行役から定期的な報告を受け、監査の方針・方法、
実施状況及び結果等の協議を行っています。

（イ） 三菱電機グループの業務の適正を確保するために必要な社内規程・体制等を定めるとともに、当該体制について
は、各執行役が自己の分掌範囲について責任を持って構築し、重要事項については執行役会議を開催して審議を
行っています。

また、運用状況については各執行役が自ら定期的に点検し、内部統制部門が内部統制体制、規程等の整備・運用
状況等の点検を実施するとともに、内部通報制度を整備し、その内容について監査委員に報告しています。

さらに、当該体制の運用状況について、内部監査人が監査を行い、監査担当執行役を通じ、監査の結果を定期的
に監査委員会に報告しています。

内部監査及び監査委員会監査の状況

内部監査人には専属の人員を配置し、更に関連部門から専門的視点を有する応援監査人を加え、公正・客観的な立場から
内部監査を実施しています。

監査委員会は、5名の取締役で構成され（うち3名は社外取締役）、委員会の定めた方針・役割分担に従い、調査担当監
査委員が中心となって取締役・執行役の職務執行の監査や子会社に対する調査を実施しています。

監査委員会は、内部監査人より監査担当執行役経由で監査報告書の提出を受けるとともに、方針打合せや定期的な報告会
などを通じて意見交換を実施しています。また、会計監査人と、監査の方針・方法について打合せを行うとともに、実施
状況、監査結果につき説明・報告を受け、意見交換を実施しています。



取締役への適時適切な情報提供と、取締役会レビューの実施及びその分析・評価の実施

経営の監督機能を強化するため、各取締役には取締役会及び各委員会に設置した事務局より、経営の監督に必要な情報を
適時適切に提供しています。また、取締役会の経営監督機能の一層の向上のため、社外取締役への情報提供と意見交換の
場を設けており、取締役への経営情報提供の一層の充実を図っています。

また、取締役会の更なる実効性向上を図るため、取締役会レビューを毎年実施し、以下の分析・評価を実施しています。

取締役会の開催頻度、日程、時間

取締役会の議論に関連して提供される情報（質・量）及び提供方法

取締役会での提供資料、説明内容・方法、質疑応答要領、議案毎の時間配分

その他取締役会の実効性を高める仕組み

過去の取締役会レビューを踏まえた各種施策に対しての改善事項等

レビューの結果、取締役会が適切に経営監督機能を発揮していくためには、執行側との適時適切な経営情報の共有が必要
であるところ、本取締役会レビューの結果を踏まえた見直しが継続的に行われており、従来に比し活発かつ率直な議論が
行われるようになったとの評価を受けました。これらの評価から、当社取締役会の実効性は十分に担保されているものと
考えていますが、取締役会等でのより一層の議論の充実のため、審議時間の拡大等を図っていきます。

役員報酬等の決定に関する方針

取締役の報酬、執行役の報酬

当社は、社外取締役が過半数を占める報酬委員会において、方針を決定しており、その概要は以下のとおりとなっていま
す。

■取締役の報酬

1. 取締役の報酬制度は、客観的に当社の経営へ助言と監督を行うため、一定金額報酬と退任時の退任慰労金を支給す
る。

2. 一定金額報酬については、取締役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し、相当と思われる額とする。

3. 退任慰労金については、報酬月額及び在任年数等に基づき定めることとする。

■執行役の報酬

1. 執行役の報酬制度は、経営方針の実現及び業績向上へのインセンティブを重視し、一定金額報酬と退任時の退任慰
労金に加えて、業績連動報酬を支給する。

2. 一定金額報酬については、執行役の職務の内容及び当社の状況等を勘案し、相当と思われる額とする。

3. 業績連動報酬については、連結業績及び各執行役の担当事業の業績等を勘案して決定し、株主と執行役の利益を一
致させ、より株主重視の経営意識を高めるとともに、中長期的な視点での業績向上のインセンティブを高めるた
め、その50％を株式報酬とする。なお、株式報酬として取得した当社株式は、原則退任後1年が経過するまで継続
保有することとする。

4. 退任慰労金については、報酬月額及び在任年数等に基づき定めることとする。

取締役及び執行役の報酬額は「有価証券報告書」をご参照ください。



＜社外取締役の独立性ガイドライン＞

実業界の経営者経験者、法律家、学識経験者等の中から、当社経営の監督者としてふさわしい者で、かつ以下の
いずれにも該当しない者を社外取締役候補者に指名する。なお、以下1、2、4、5については、過去3事業年度
のうちいずれかの事業年度において該当した場合を含む。

1. 当社との取引額が、当社又は相手先会社の連結売上高の2％を超える会社に業務執行取締役若しくは執行
役又は支配人その他使用人（以下、業務執行者）として在籍している場合

2. 当社の借入額が、連結総資産の2％を超える会社に業務執行者として在籍している場合

3. 当社の会計監査人の関係者として在籍している場合

4. 専門家・コンサルタントとして、当社から1,000万円を超える報酬を受けている場合

5. 当社からの寄付が、1,000万円を超えかつ団体の総収入の2％を超える組織に業務執行役員（理事等）とし
て在籍している場合

6. 当社の大株主（10％以上の議決権保有）又はその業務執行者として在籍している場合

7. その他重大な利益相反を生じさせる事項がある者又は会社等の関係者である場合

社外取締役について

社外取締役の有効な活用

当社の取締役は12名で構成し、社外取締役が5名（うち1名は女性）を占める体制とし、客観的な視点から当社経営への
助言と監督を行っています（取締役会における社外取締役の構成比率42％）。

社外取締役は、取締役会等を通じて、内部監査人、監査委員会、会計監査人及び内部統制部門の活動状況についての報告
を受け、客観的な視点から、当社経営に対する有益な発言を行うなど、経営のチェック機能を高め、より透明性の高い経
営監督体制の整備に尽力しています。

独立社外取締役の独立性判断基準等

社外取締役には、その経験に裏付けされた高次の視点から、当社経営の監督を行うことを期待しており、その役割を担う
に相応しい人格、識見及び業務・専門職経験を備えているかを総合的に検討して、十分にその能力があり、東京証券取引
所の定めに基づく独立役員の要件及び当社が定める社外取締役の独立性ガイドライン（下記参照）の要件を満たすなど、
一般株主と利益相反が生じるおそれもない独立性のある者を選任しています。



社外取締役一覧（2018年6月28日現在）

地 位 氏名、写真 担 当 選任理由

取締役会
出席率
（2017年
度）

社外取締役

薮中 三十二

指名委員
報酬委員

国際情勢の専門家としてのご経験・ご見識は、
当社にとって大変有益であり、社外取締役とし
て客観的な視点から、当社経営に対する監督を
行っていただけるものと判断しております。

100％
（7／7回）

社外取締役

大林 宏

指名委員長
監査委員

検事・弁護士としてのご経験・ご見識は、当社
にとって大変有益であり、社外取締役として客
観的な視点から、当社経営に対する監督を行っ
ていただけるものと判断しております。

100％
（7／7回）

社外取締役

渡邉 和紀

監査委員
報酬委員

公認会計士としてのご経験・ご見識は、当社に
とって大変有益であり、社外取締役として客観
的な視点から、当社経営に対する監督を行って
いただけるものと判断しております。

100％
（7／7回）

社外取締役

永易 克典

指名委員
監査委員

銀行の経営に携わられ、その経歴を通じて培わ
れた経営の専門家としてのご経験・ご見識は、
当社にとって大変有益であり、社外取締役とし
て客観的な視点から、当社経営に対する監督を
行っていただけるものと判断しております。

86％
（6／7回）

社外取締役

小出 寬子

指名委員
報酬委員

国際的な企業の経営に携わられ、その経歴を通
じて培われた経営の専門家としてのご経験・ご
見識は、当社にとって大変有益であり、社外取
締役として客観的な視点から、当社経営に対す
る監督を行っていただけるものと判断しており
ます。

100％
（7／7回）

（注） 当社は、2017年度において、取締役会を7回開催しております。



情報更新日

2016年10月01日 定款（PDF：189KB／4ページ）

PDF形式のデータをご覧いただくには、アドビシステムズ社のAdobe® Reader®が必要です。
導入されていない方は下のアイコンをクリックして、Adobe Systemのホームページからダウンロードしてください。
なお、ダウンロード及びインストールに関するお問い合わせは、アドビシステムズまでお願いいたします。

定款



組織図

2019年4月1日現在

組織・役員



杉山 武史

松山 彰宏 監査委員長

佐川 雅彦 監査委員

原田 真治 指名委員、報酬委員長

皮籠石 斉 報酬委員

薮中 三十二 指名委員、報酬委員

大林 宏 指名委員長、監査委員、弁護士

渡邉 和紀 監査委員、報酬委員、公認会計士、税理士

永易 克典 指名委員、監査委員、株式会社三菱UFJ銀行特別顧問

小出 寬子 指名委員、報酬委員、ヴィセラ・ジャパン株式会社取締役

大隈 信幸

杉山 武史

大橋 豊

大隈 信幸

取締役

2018年6月28日現在
取締役会長

柵山 正樹

取締役

代表執行役

2019年4月1日現在



大橋 豊 輸出管理、インフォメーションシステム事業担当

大隈 信幸 経営企画、関係会社担当

伊藤 泰之 ビルシステム事業担当

漆間 啓 社会システム事業担当

加藤 恒 産業政策渉外、輸出管理、知的財産渉外、知的財産担当

執行役

2019年4月1日現在
執行役社長

杉山 武史

執行役副社長

専務執行役



西村 隆司 通信システム事業担当

岡村 将光 半導体・デバイス事業担当

藤田 正弘 IT、開発担当

松下 聡 国際担当

大西 寛 自動車機器事業担当

宮田 芳和 FAシステム事業担当

松本 匡 リビング・デジタルメディア事業担当

永澤 淳 宣伝、国内営業担当

原田 真治 総務、人事、広報担当

皮籠石 斉 経理、財務担当

室園 孝和 監査、法務・コンプライアンス担当

織戸 浩一 電力・産業システム事業担当

四方 壽一 資材担当

原 芳久 電子システム事業担当

藪 重洋 生産システム担当

常務執行役



事業等のリスク

三菱電機グループは、重電システム、産業メカトロニクス、情報通信システム、電子デバイス、家庭電器、その他の広範
囲の分野にわたり開発、製造、販売等の事業を行っており、またそれぞれの事業は国内並びに北米、欧州、アジア等の海
外において展開されております。そのため、様々な要素が当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が
あります。
具体的に当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性がある要因のうち、主なものは以下のとおりです
が、新たな要因が発生する可能性もあります。

世界の経済状況・社会情勢及び規制や税制等各種法規の動向

世界の経済状況・社会情勢及び規制や税制等各種法規の動向は、当社グループの経営全般に影響を及ぼす可能性がありま
す。

為替相場

為替相場の変動は、主に当社における米ドル建てもしくはユーロ建て輸出売上や輸入部材購入、アジア地域の製造拠点に
おける当該地国以外の通貨建て輸出売上や輸入部材購入について影響を及ぼす可能性があります。

株式相場

株式相場の下落は、当社グループが保有する市場性のある株式の価値の減少や、年金資産の減少をもたらす可能性があり
ます。

製品需給状況及び部材調達環境

製品需給状況の変動による価格の下落や出荷数量の減少及び部材調達環境の悪化による原価の上昇は、当社グループの業
績に影響を及ぼす可能性があります。

資金調達環境

特に円の金利上昇は、当社の支払利息の増加をもたらします。

重要な特許の成立及び実施許諾並びに特許関連の係争等

重要な特許の成立及び実施許諾並びに特許関連の係争等が起こった場合は、当該案件の関係する事業へ影響を及ぼす可能
性があります。

環境に関連する規制や問題の発生

環境に関連する規制の動向や問題の発生は、損失の計上や規制に対応するための費用等の増加を伴う可能性があります。
また、当社グループの生産活動をはじめとする企業活動全般に影響を及ぼす可能性があります。

製品やサービスの欠陥や瑕疵等

製品やサービスの欠陥や瑕疵等により、損失計上を伴う場合があります。また、当社グループの製品やサービスの品質に
対する評価の低下は、経営全般に影響を及ぼす可能性があります。

事業等のリスク



訴訟その他の法的手続き

当社グループに対する訴訟その他の法的手続きは、当社グループの経営全般に影響を及ぼす可能性があります。

急激な技術変化や、新技術を用いた製品の開発、製造及び市場投入時期

急激な技術変化や、新技術を用いた製品の開発、製造及び市場投入時期は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が
あります。

事業構造改革

事業構造改革の実行内容によっては、損失計上を伴う場合があります。

情報セキュリティー

当社グループの保有する個人情報や当社グループの技術・営業等の事業に関する機密情報等が、コンピューターウイルス
の感染や不正アクセスその他不測の事態により、滅失もしくは社外に漏洩した場合は、当社グループの業績に影響を及ぼ
す可能性があります。

地震・台風・津波・火災等の大規模災害の発生

地震・台風・津波・火災等の大規模災害の発生は、当社グループの生産活動をはじめとする企業活動全般に影響を及ぼす
可能性があります。

テロ・戦争、新型インフルエンザ等の感染症の流行等による社会的・政治的混乱の発生

テロ・戦争、新型インフルエンザ等の感染症の流行等による社会的・政治的混乱の発生は、当社グループの経営全般に影
響を及ぼす可能性があります。



情報開示に係る基本姿勢

当社は、投資者の投資判断に重要な影響を与える会社情報の適時適切な開示を行うことを基本姿勢とし、従来から取り組
んでおります。
役員及び従業員によるインサイダー取引の未然防止を図るとともに、情報管理の徹底と適時適切な開示を行うことを目的
とした社内規則「インサイダー情報管理規則」を制定し、金融商品取引法及びその他関係法規を遵守すべく努めておりま
す。

情報の開示に係る社内体制の状況

当社は、広報部を情報取扱責任部門（広報部長を情報取扱責任者）とし、上記「インサイダー情報管理規則」及び「広報
取扱規程」に基づき、以下の体制により会社情報の適時適切な開示を行っております。

会社情報の集約及び適時開示の判定

当社の各事業部門・管理部門及び主要な子会社における重要な会社情報は、直ちに広報部に報告されます。当該情報が適
時開示規則に定められた事項に該当するか否かについては、広報部が、全社的見地から会社情報の開示の検討を行う企業
情報委員会に確認の上、判定します。該当する場合は、内部情報管理を徹底します。

会社情報の適時開示

当該開示情報を所管する執行役は、広報部に開示の伺い出を行い、広報部は、適時開示を行います。
執行役会議又は取締役会決議を要する事項については、審議・承認後速やかに適時開示を行います。

情報開示に係る社内体制の概要図は以下のとおりです。

情報公開方針



株価情報

最新の株価情報と株価チャートを
ご覧いただけます

株式情報

発行済株式の総数や大株主の状況
などを掲載しています。

配当金情報

配当金の情報などを掲載していま
す。

社債・格付情報

三菱電機の社債・格付情報をご紹
介します。

株式事務情報

株主の諸手続きのお問い合わせ先
などを掲載しています。

定款・株式取扱規則

当社の定款及び株式取扱規則を掲
載しています。

アナリストカバレッジ

当社のアナリストカバレッジを掲
載しています。

株式・債券情報



証券コード 6503

発⾏可能株式総数 8,000,000千株

発⾏済株式の総数 2,147,201千株

株主数 125,638名

2019年3⽉31⽇現在

所有者別分布状況

⾦融機関 ⾦融商品取引業者 その他の法⼈ 外国法⼈等 個⼈・その他

40.8％ 2.3％ 5.8％ 38.0％ 13.1％

⼤株主の状況

株主名 持株数 持株⽐率

⽇本マスタートラスト信託銀⾏株式会社（信託⼝） 162,251千株 7.6%

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT 124,997千株 5.8%

⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社（信託⼝） 106,568千株 5.0%

明治安⽥⽣命保険相互会社 81,862千株 3.8%

⽇本⽣命保険相互会社 61,639千株 2.9%

三菱電機グループ社員持株会 42,038千株 2.0%

⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社（信託⼝5） 39,241千株 1.8%

⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社（信託⼝7） 38,720千株 1.8%

⽇本トラスティ・サービス信託銀⾏株式会社（信託⼝4） 35,583千株 1.7%

JP MORGAN CHASE BANK 385632 32,653千株 1.5%

（注）持株⽐率は⾃⼰株式（425,622株）を控除して計算しております。

株式情報



配当⾦

2019年04⽉26⽇現在

年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度

決算年⽉ 2014年
3⽉

2015年
3⽉

2016年
3⽉

2017年
3⽉

2018年
3⽉

2019年
3⽉

1株当たり配当⾦
（年間） 円 17.0 27.0 27.0 27.0 40.0 40.0

中間配当⾦ 円 6.0 9.0 9.0 9.0 14.0 14.0

期末配当⾦ 円 11.0 18.0 18.0 18.0 26.0 26.0

配当政策

当社は、企業価値の向上を究極目標としつつ、当該年度の収益状況に応じた利益配分と内部保留の充実による財務体質の
強化の両⾯から、総合的に株主利益の向上を図ることを基本⽅針としています。
また、当社は原則として中間配当及び期末配当の年2回の剰余⾦の配当を⾏う⽅針です。
剰余⾦の配当の決定機関は、取締役会です。

配当⾦情報



社債情報

平成30年6月現在

発行日 償還日 利率
（％）

発行総額
（百万円）

未償還残高
（百万円）

第44回無担保社債 平成26年6月5日 平成31年6月5日 0.27 20,000 20,000

第45回無担保社債 平成26年6月5日 平成33年6月4日 0.43 20,000 20,000

格付情報

長期 短期

Moody's A1 P-1

Standard & Poor's A+ A-1

格付投資情報センター（R&I） AA- a-1+

格付の最終変更日：2018年5月31日（Standard & Poor's）

※ 第三者の所有・運営するサイトとなります。当社は当サイト及びリンク先の情報等によって蒙ったいかなる損害についても責任を負いませ
ん。また、いずれのサイトもそれぞれの利用上のルールに同意の上、ご使用下さいますようお願いいたします。

社債・格付情報

※

※

※



【連絡先】

【郵送先】

事業年度

毎年4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇まで

定時株主総会議決権⾏使株主確定⽇

3⽉31⽇

定時株主総会開催時期

6⽉下旬

剰余⾦の配当⽀払株主確定⽇

期末配当⾦・・・3⽉31⽇

中間配当⾦・・・9⽉30⽇

公告掲載ウェブサイト

電⼦公告

ただし、事故その他やむを得ない事由によって電⼦公告による公告をすることができない場合は、⽇本経済新聞に掲載し
て⾏います。

株主名簿管理⼈・特別⼝座管理機関

三菱UFJ信託銀⾏株式会社

三菱UFJ信託銀⾏株式会社 証券代⾏部
東京都府中市⽇鋼町1-1
電話番号 ︓ 0120-232-711（フリーダイヤル）

〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀⾏株式会社 証券代⾏部

※ 以下の三菱UFJ信託銀⾏にて承るお⼿続きにつきましては、三菱UFJ信託銀⾏本⽀店にても、お取り
扱いいたします。

株式事務情報



配当金のお支払いについて

当社定款の規定により、支払開始の日から満3年を経過しますと、お支払いできなくなりますので、お早めにお受け取
りください。

支払開始の日から満3年を経過していない未受領の配当金については、株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）にてお支
払いいたします。

住所、氏名の変更、配当金の受領方法の指定又は変更、単元未満株式の買取り又は買増し請求等の手続きのご案内

住所、氏名の変更、配当金の受領方法の指定又は変更、単元未満株式の買取り又は買増し請求その他各種お手続きに
ついては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承りますので、口座を開設されている証券会
社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意くださ
い。

買取り請求・・・ご所有の単元未満株式を市場価格にて買取るよう当社にご請求できます。
買増し請求・・・ご所有の単元未満株式と合わせて1単元（100株）となるように、市場価格にて買増しすることを当
社にご請求できます。

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きについては、特別口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わ
せください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
※ 三菱UFJ信託銀行株式会社のページへリンクします。

特別口座から一般口座への振替の手続きのご案内

特別口座に記録されている株式を株式市場で売却したり、特別口座を通じて株式市場にて株式を購入したりすることはで
きません。
株式を株式市場で売買するためには、証券会社等に一般口座を開設し、三菱UFJ信託銀行の特別口座から株式を振替える
必要があります。お手続きについては、特別口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
※ 三菱UFJ信託銀行株式会社のページへリンクします。



定款はこちらよりご覧ください。

定款

株式取扱規則

情報更新日

2010年1月6日 株式取扱規則（PDF：135KB/4ページ）

PDF形式のデータをご覧いただくには、アドビシステムズ社のAdobe® Reader®が必要です。
導入されていない方は下のアイコンをクリックして、Adobe Systemのホームページからダウンロードしてください。
なお、ダウンロード及びインストールに関するお問い合わせは、アドビシステムズまでお願いいたします。

定款・株式取扱規則



当社ご担当の主な証券アナリスト一覧

社名50音順／敬称略（2018年02月現在）

所属機関 アナリスト名

クレディ・スイス証券（株） 前川 英之

ゴールドマン・サックス証券（株） 松橋 郁夫

シティグループ証券（株） 江沢 厚太

大和証券（株） 西村 和哉

ドイツ証券（株） 北浦 岳志

野村證券（株）金融経済研究所 山崎 雅也

マッコーリーキャピタル証券会社 湯 偉明 （ダミアン トン）

みずほ証券（株） 田中 健士

三菱UFJモルガン・スタンレー証券（株） 宮本 武郎

メリルリンチ日本証券（株） 平川 幹夫

モルガン・スタンレーMUFG証券（株） 井原 芳直

JPモルガン証券（株） 森山 久史

SMBC日興証券（株） 吉積 和孝

UBS証券会社 安井 健二

【ご注意】

1 上記の一覧表は、当社にて、当社に関するアナリストレポートを定期的に発行していることが確認できる証券会社等のアナリストを掲載して
おります。上記一覧表に掲載のアナリストは異動などにより変更されることがあります。また、この一覧表には掲載されていないアナリスト
が存在する可能性、アナリストの異動によりこの一覧表が最新の状態ではない可能性がありますことをご承知おきください。

2 上記一覧表は、当社の業績などを分析または予測するアナリストならびにその所属機関に関する情報を株主・投資家の皆様にご提供するとい
う趣旨でのみ掲載しており、当社株式の売買を勧誘するものではありません。また、当社はこれらアナリストの予測、意見もしくは推奨など
を支持あるいは保証するものではありません。

3 アナリストは、独自の判断に基づいて当社の業績、事業、製品、技術などの分析、あるいは業績の予想を行いますが、当社もしくは当社の経
営陣は、それらのいかなる過程にも一切関与しておりません。

4 実際の投資に際しては、ご自身の判断と責任において行われますようお願いいたします。

アナリストカバレッジ



決算概要・決算短信

四半期ごとの決算発表資料を掲載
しています。

経営・事業説明会資料

経営戦略説明会資料
研究開発成果披露会資料
事業説明会資料

株主総会招集ご通知（事業報
告）・株主通信（中間報告書）

株主の皆さまにお送りしている株
主総会招集ご通知及び株主通信を
掲載しています。

アニュアルレポート

当社の経営方針や事業内容・財務
の状況に関するレポートです。

会社経歴書

当社の会社経歴書をご覧いただけ
ます。

ファクトブック/財務データ

過年度の財務データを掲載した
ファクトブックをご覧いただけま
す。

財務諸表

連結損益計算書、連結貸借対照
表、連結キャッシュ・フロー計算
書をご覧いただけます。

有価証券報告書・四半期報告書

有価証券報告書・四半期報告書を
掲載しています。

当社の財務情報を中心に各種IR関連情報をご覧いただけます。

IR資料室



経営戦略説明会資料 研究開発成果披露会資料 事業説明会資料

経営戦略説明会資料

2019年度

三菱電機の経営戦略（2019年5⽉） PDF︓4613KB

2018年度

三菱電機の経営戦略（2018年11⽉） PDF︓5867KB

三菱電機の経営戦略（2018年5⽉） PDF︓2474KB

2017年度

三菱電機の経営戦略（2017年11⽉） PDF︓2482KB

三菱電機の経営戦略（2017年5⽉） PDF︓2821KB

2016年度

三菱電機の経営戦略（2016年11⽉） PDF︓1733KB

三菱電機の経営戦略（2016年5⽉） PDF︓2439KB

2015年度

三菱電機の経営戦略（2015年11⽉） PDF︓5338KB

三菱電機の経営戦略（2015年5⽉） PDF︓2580KB

2014年度

三菱電機の経営戦略（2014年11⽉） PDF︓5338KB

三菱電機の経営戦略（2014年5⽉） PDF︓2580KB

経営・事業説明会資料



研究開発成果披露会資料

2018年度

三菱電機の研究開発戦略（2019年2⽉14
⽇） PDF︓4013KB

2017年度

三菱電機の研究開発戦略（2018年2⽉15⽇） PDF︓4437KB

三菱電機の研究開発戦略（2017年5⽉25⽇） PDF︓4274KB

2015年度

三菱電機の研究開発戦略（2016年2⽉17⽇） PDF︓7278KB

2014年度

三菱電機の研究開発戦略（2015年2⽉17⽇） PDF︓3498KB

2013年度

三菱電機の研究開発戦略（2014年2⽉13⽇） PDF︓1529KB



事業説明会資料

2019年度

環境ビジョン2050（2019年6⽉13⽇） PDF︓3,119KB

2017年度

FAシステム事業戦略説明会（2018年3⽉27⽇） PDF︓6693KB

パワーデバイス事業説明（2017年11⽉22⽇） PDF︓1905KB

2016年度

電⼒システム事業戦略（2017年3⽉8⽇） PDF︓7519KB

2015年度

空調冷熱システム事業戦略（2015年11⽉24⽇） PDF︓5.9MB

三菱電機ビルシステム事業戦略（2015年5⽉14⽇） PDF︓5MB

2014年度

交通システム事業戦略（2014年12⽉4⽇） PDF︓4.6MB



開催⽇時 2019年6⽉27⽇（⽊）午前10時（受付開始 午前9時）

開催場所 東京都千代⽥区丸の内⼀丁目1番1号
パレスホテル東京 2階「葵」

第148回定時株主総会招集ご通知 PDF︓1.89MB

E-Book

第148回定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開⽰事項 PDF︓158KB

株主総会招集ご通知（事業報告）・株主通信（中間報告書）はこちらよりご覧ください。

第148回定時株主総会開催ご案内

招集通知・配当⾦

第148回定時株主総会招集ご通知及び2018年度の期末配当⾦（1株当たり26円）のご案内につきましては、6⽉3⽇
（⽉）に、株主さまに発送いたしました。

株主総会招集ご通知（事業報告）・株主通信（中間報告書）

株主総会



投資家情報

現在、公告すべき事項はございません。

電⼦公告



2019年

2018年

2017年

IRカレンダー

05⽉20⽇ 経営戦略説明会

04⽉26⽇ 2018年度（連結）決算発表及び説明会

02⽉14⽇ 研究開発成果披露会

02⽉04⽇ 2018年度 第3四半期 （連結）決算発表及び説明会

10⽉29⽇ 2018年度 第2四半期 （連結）決算発表及び説明会

07⽉30⽇ 2018年度 第1四半期 （連結）決算発表及び説明会

07⽉30⽇ アニュアルレポート2018

06⽉28⽇ 定時株主総会

05⽉21⽇ 経営戦略説明会

04⽉27⽇ 2017年度（連結）決算発表及び説明会

02⽉15⽇ 研究開発成果披露会

02⽉02⽇ 2017年度 第3四半期 （連結）決算発表及び説明会

10⽉31⽇ 2017年度 第2四半期 （連結）決算発表及び説明会

07⽉31⽇ 2017年度 第1四半期 （連結）決算発表及び説明会

07⽉31⽇ アニュアルレポート2017

06⽉29⽇ 定時株主総会

05⽉25⽇ 研究開発成果披露会

05⽉22⽇ 経営戦略説明会

04⽉28⽇ 2016年度（連結）決算発表及び説明会

02⽉02⽇ 2016年度 第3四半期（連結）決算発表及び説明会



2016年

2015年

2014年

10⽉31⽇ 2016年度 第2四半期（連結）決算発表及び説明会

07⽉28⽇ 2016年度 第1四半期（連結）決算発表及び説明会

07⽉28⽇ アニュアルレポート2016

06⽉29⽇ 定時株主総会

05⽉23⽇ 経営戦略説明会

04⽉28⽇ 2015年度（連結及び単独）決算発表及び説明会

02⽉17⽇ 研究開発成果披露会

02⽉02⽇ 2015年度 第3四半期（連結）決算発表及び説明会

10⽉29⽇ 2015年度 第2四半期（連結）決算発表及び説明会

07⽉30⽇ 2015年度 第1四半期（連結）決算発表及び説明会

07⽉30⽇ アニュアルレポート2015

06⽉26⽇ 定時株主総会

05⽉18⽇ 経営戦略説明会

04⽉28⽇ 2014年度（連結及び単独）決算発表及び説明会

02⽉17⽇ 研究開発成果披露会

02⽉02⽇ 2014年度 第3四半期（連結）決算発表及び説明会

11⽉10⽇ 経営戦略説明会

10⽉30⽇ 2014年度 第2四半期（連結）決算発表及び説明会

07⽉30⽇ 2014年度 第1四半期（連結）決算発表及び説明会

07⽉30⽇ アニュアルレポート2014

06⽉27⽇ 定時株主総会

05⽉19⽇ 経営戦略説明会

04⽉28⽇ 2013年度（連結及び単独）決算発表及び説明会

02⽉13⽇ 研究開発成果披露会

02⽉03⽇ 2013年度 第3四半期（連結）決算発表及び説明会



「投資家情報」サイトのご利用にあたっての注意事項

当ウェブサイトに掲載している投資家情報は、三菱電機（株）および関係会社（以下当社）の財務情報、経営情報等の提
供を目的としておりますが、内容についていかなる表明・保証を行うものではありません。

当ウェブサイトに掲載している情報のうち、歴史的事実以外のものは、当社が現時点において合理的と判断する一定の前
提に基づいており、実際の見通しと大きく異なることがあり得ます。なお、業績に影響を及ぼす変動要因のうち、主なも
のは以下のとおりですが、新たな要因が発生する可能性もあります。

免責事項



1. 世界の経済状況・社会情勢及び規制や税制等各種法規の動向
世界の経済状況・社会情勢及び規制や税制等各種法規の動向は、当社グループの経営全般に影響を及ぼす可能性が
あります。

2. 為替相場
為替相場の変動は、主に当社における米ドル建てもしくはユーロ建て輸出売上や輸入部材購入、アジア地域の製造
拠点における当該地国以外の通貨建て輸出売上や輸入部材購入について影響を及ぼす可能性があります。

3. 株式相場
株式相場の下落は、当社グループが保有する市場性のある株式の価値の減少や、年金資産の減少をもたらす可能性
があります。

4. 製品需給状況及び部材調達環境
製品需給状況の変動による価格の下落や出荷数量の減少及び部材調達環境の悪化による原価の上昇は、当社グルー
プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

5. 資金調達環境
特に円の金利上昇は、当社の支払利息の増加をもたらします。

6. 重要な特許の成立及び実施許諾並びに特許関連の係争等
重要な特許の成立及び実施許諾並びに特許関連の係争等が起こった場合は、当該案件の関係する事業へ影響を及ぼ
す可能性があります。

7. 環境に関連する規制や問題の発生
環境に関連する規制の動向や問題の発生は、損失の計上や規制に対応するための費用等の増加を伴う可能性があり
ます。また、当社グループの生産活動をはじめとする企業活動全般に影響を及ぼす可能性があります。

8. 製品やサービスの欠陥や瑕疵等
製品やサービスの欠陥や瑕疵等により、損失計上を伴う場合があります。また、当社グループの製品やサービスの
品質に対する評価の低下は、経営全般に影響を及ぼす可能性があります。

9. 訴訟その他の法的手続き
当社グループに対する訴訟その他の法的手続きは、当社グループの経営全般に影響を及ぼす可能性があります。

10. 急激な技術変化や、新技術を用いた製品の開発、製造及び市場投入時期
急激な技術変化や、新技術を用いた製品の開発、製造及び市場投入時期は、当社グループの業績に影響を及ぼす可
能性があります。

11. 事業構造改革
事業構造改革の実行内容によっては、損失計上を伴う場合があります。

12. 情報セキュリティー
当社グループの保有する個人情報や当社グループの技術・営業等の事業に関する機密情報等が、コンピューターウ
イルスの感染や不正アクセスその他不測の事態により、滅失もしくは社外に漏洩した場合は、当社グループの業績
に影響を及ぼす可能性があります。

13. 地震・台風・津波・火災等の大規模災害の発生
地震・台風・津波・火災等の大規模災害の発生は、当社グループの生産活動をはじめとする企業活動全般に影響を
及ぼす可能性があります。

14. テロ・戦争、新型インフルエンザ等の感染症の流行等による社会的・政治的混乱の発生
テロ・戦争、新型インフルエンザ等の感染症の流行等による社会的・政治的混乱の発生は、当社グループの経営全
般に影響を及ぼす可能性があります。

最後に、本ウェブサイトは投資勧誘を目的としたものではなく、投資に関する最終的なご決定は、利用者ご自身のご判断
において行われますようお願い致します。
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