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三菱電機について

三菱電機をご紹介します。

企業データ
配当⾦
経営戦略
ヒストリー

業績について

業績にまつわるデータを公開して
います。

業績ハイライト
セグメント別業績ハイライト
最新の決算資料

事業内容について

私たちはこんなことをしていま
す。

セグメント別事業概要
法⼈のお客様
個⼈のお客様

技術について

三菱電機の最先端の技術を紹介し
ます。

キーテクノロジー
研究開発
展⽰会のご案内

個⼈投資家向け説明会について

個⼈投資家向け説明会を開催して
います。

個⼈投資家向け説明会

最新IR資料⼀括ダウンロード
IR関連資料を⼀括でダウンロードできます。

［ZIP : 14.5MB］

個⼈投資家の皆様へ

個⼈投資家の皆様へ
個⼈投資家の皆様に当社をより深くご理解いただくために、業績にまつわるデータや事業内容、最先端の技術などのさま
ざまな情報をわかりやすく紹介しております。



企業データ

当社の企業データをご覧いただけ
ます。

配当⾦

配当⾦の推移、配当政策の⽅針な
どをご覧いただけます。

経営戦略

「成⻑性」「収益性・効率性」
「健全性」の3つの視点によるバ
ランス経営を継続し、もう⼀段⾼
いレベルの成⻑を目指すととも
に、引き続き強固な経営体質の強
化にも取り組んでまいります。

ヒストリー

当社の沿⾰をビデオ紹介などを含
めてご紹介します。

三菱電機について

三菱電機をご紹介します
三菱電機についてより深くご理解いただけるように、さまざまな情報を
わかりやすくご紹介しております。



三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代⽥区丸の内2-7-3 東京ビル

代表者︓ 杉⼭武史

電話︓ 03-3218-2111（代表）

設⽴︓ 1921年1⽉15⽇

資本⾦︓ 175,820百万円

発⾏済株式数︓ 2,147,201,551株

連結売上⾼︓ 4,519,921百万円

連結総資産︓ 4,356,211百万円

連結従業員数︓ 145,817⼈

（2019年3⽉末現在）
注）財務データは⽶国会計基準に基づいて記載しています。

企業データ



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



経営理念・経営方針

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（Corporate Social Responsibility）を企業
経営の基本と位置付け、社会課題に対する解決への取組を通じて価値を評価される企業、すなわち、事業活動を通じて
「社会」「顧客」「株主」「従業員」をはじめとするステークホルダーから信頼と満足を得られる企業を目指していま
す。

環境問題や資源・エネルギー問題をはじめとする今日的な社会課題に対して、製品・システム・サービスの提供等により
グローバルに解決に取り組み、持続可能性と安心・安全・快適性が両立する豊かな社会の実現に貢献する「グローバル環
境先進企業」として認められることを目指すことで、グループ全体で持続的な成長を追求いたします。

また、持続的な成長を追求するにあたっては、グループの経営方針として2001年度から実践してきた「成長性」「収益
性・効率性」「健全性」の3つの視点による「バランス経営」を堅持し、更なる企業価値の向上に努めます。

コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの強化にも継続して取り組んでまいります。

経営戦略



経営目標

「質のよい」成長の実現に向けて

三菱電機グループは、もう一段高いレベルの成長を目指し、2020年度までに達成すべき成長目標として「連結売上高5兆
円以上」「営業利益率8%以上」を設定しています。また、今後も継続的に達成すべき経営指標として「ROE10%以上」
「借入金比率15%以下」を設定しています。

2017年度は、連結売上高4兆4,311億円、営業利益3,186億円となり、共にグループにとり過去最高の業績となりまし
た。また、2017年度末のROEは12.6%、借入金比率は7.3%となり、継続的に達成すべき経営指標の「ROE10%以上」
「借入金比率15%以下」も達成いたしました。

成長戦略の推進

三菱電機グループの大きな強みは、「制御やパワーエレクトロニクスなどの広範にわたる技術資産」「事業特性の異なる
複数の事業群による事業活動の展開」、および、これらを支える「生産・品質管理・販売・サービス等の全ての現場に定
着した改善文化」です。
これらの強みに基づき、「強い事業をより強く」し、「技術シナジー・事業シナジー」を発揮することをグループの成長
戦略の核に据え、2020年度までに達成すべき成長目標の実現と、2020年度以降の成長持続に取り組みます。





強い事業をより強く

現在は、8つの事業－電力システム、交通システム、ビルシステム、FAシステム、自動車機器、宇宙システム、パワーデ
バイス、空調冷熱システム－を、成長を牽引する事業群として位置づけ、資源投入や改善活動の推進による更なる事業の
強化に取り組んでおります。これらの成長牽引事業群を中心として、日本・北米・欧州・中国をはじめ、アジア他の新興
市場までグローバルに事業を展開し、各市場のニーズに応じて顧客に評価される価値を提供・創出し続けることで、持続
的な成長の実現を図ります。

技術シナジー・事業シナジー

三菱電機グループの強みを活かし、「技術と技術の組合せ」や「事業と事業の組合せ」による更なる価値創出や競争力強
化を追求してまいります。
具体的には、広範にわたる強い技術資産の最適な組合せによる「技術シナジー」の発揮や、多岐にわたる事業群の連携に
よる「事業シナジー」の発揮により、個々の製品・システム等における性能・信頼性を向上するとともに、技術・製品・
システム・サービスの組合せを通じて、課題やニーズへの対応力を強化することで、既存の事業領域における顧客からの
評価の向上に加え、新たな事業・市場を開拓してまいります。

成長戦略の推進にあたっては、開発投資や設備投資などにおける高水準の資源投入の継続に加え、「事業拡大に向けて不
足している製品群や技術領域等の補完」「新地域・新市場への進出に際しての販売網・サービス網の確保」「事業遂行力
の強化に向けた人的資源の獲得」の3つの視点から、三菱電機グループの成長に資する協業やM&Aにも積極的に取り組
み、投資成果を最大化してまいります。あわせて、事業の新陳代謝を通じた成長分野への経営資源の再配分や、将来の成
長を支える新たな強い事業の継続的創出により、事業ポートフォリオの強化を図ります。

強固な経営体質の構築

より強固な経営体質を構築すべく、資本効率の向上にも継続して取り組みます。その方策として、引き続き売上拡大・原
価低減活動・棚卸資産回転率改善活動・売掛債権回転率改善活動・Just in Time改善活動を徹底するとともに、事業別資
産効率指標として2015年度から導入した三菱電機版ROICを継続的に運用し、グループ全体のROEの更なる改善を図りま
す。
今後も、安定的なキャッシュフローの創出に努め、戦略的な成長投資の推進や、収益拡大に応じた株主還元の拡大などに
バランスよく配分し、企業価値の向上を図ります。

変革への挑戦

三菱電機グループは、バランス経営に基づいて経営施策を着実に実行していくとともに、コーポレートステートメント
「Changes for the Better」を実践すべく、「変革を通して、新たな価値の創出を。」という姿勢を従業員全員が共有
し、三菱電機グループ自身が変革し続けることで、常によりよいものを生み出し続ける企業へ成長してまいります。



1920～1970年代

三菱電機（株）設立以来、扇風
機、テレビ、エレベーター、冷蔵
庫、電子計算機などの第1号機の
歴史を掲載しています。

1980年代

オーロラビジョンの第1号機、世
界最高レベルの半導体レーザーの
製品化、ロンドン、パリの証券取
引所に株式上場などの歴史を掲載
しています。

1990年代

IBM社、ヒューレット・パッカー
ド社との提携や、米国、タイに財
団設立、米国環境保護庁の受賞、
業界初のリサイクルプラントの歴
史を掲載しています。

2000年代

「ユニ＆エコ」展開、「MTSAT-
2」や「スーパーバード7号機」
の打ち上げ、映像ソリューション
事業、三菱電機グループの環境ス
テートメント制定の歴史を掲載し
ています。

2010年～

エレベーター省エネ群管理システ
ムの開発や、オーロラビジョン設
置の歴史を掲載しています。

コーポレートロゴの歴史

三菱創業時のマークの起源から、
設立から現在までのコーポレート
ロゴと企業スローガンの変遷の歴
史を掲載しています。

企業理念ビデオ-Corporate
philosophy Video

三菱電機グルー
プの企業理念を
エモーショナル
に訴えかけま
す。

三菱電機グループ紹介冊子 M's
Challenge

三菱電機グルー
プの事業をPR冊
子で紹介しま
す。
（PDF:16.6MB）

ヒストリー



業績ハイライト

当社における過去5年の業績ハイ
ライトをご覧いただけます。

セグメント別業績ハイライト

セグメント別の業績ハイライトを
ご覧いただけます。

最新の決算資料

最新の決算資料をご覧いただけま
す。

業績について

業績にまつわるデータを公開
三菱電機の業績や最新の決算資料などのさまざまな情報を
わかりやすくご紹介しております。



業績ハイライト

業績ハイライト ダウンロード（XLS：27KB）

金額（百万円）

3月31日に終了した年度 2014 2015 2016 2017 2018

業績の要約

売上高 4,054,359 4,323,041 4,394,353 4,238,666 4,431,198

売上原価【A】 2,914,589 3,032,161 3,071,435 2,950,729 3,030,902

販売費及び一般管理費（含む研究
開発費）【B】

900,807 970,191 1,013,264 1,014,389 1,061,778

固定資産減損損失【C】 3,791 3,085 8,482 3,444 19,881

営業費用【A+B+C】 3,819,187 4,005,437 4,093,181 3,968,562 4,112,561

営業利益 235,172 317,604 301,172 270,104 318,637

税金等調整前当期純利益 248,990 322,968 318,476 296,249 364,578

当社株主に帰属する当期純利益 153,473 234,694 228,494 210,493 271,880

財務比率

売上高当社株主に帰属する当期純
利益率（％）

3.8 5.4 5.2 5.0 6.1

株主資本利益率（％） 10.9 13.9 12.4 10.9 12.6

総資産利益率（％） 4.4 6.1 5.6 5.1 6.4

株主資本比率（％） 42.2 45.4 45.3 48.9 53.0

1株当たりの情報

1株当たり当社株主に帰属する当期純利益（円）

基本的 71.49 109.32 106.43 98.07 126.70

希薄化後 - - - - -

配当金（円） 17 27 27 27 40

1 当社の連結財務諸表は、関連する法律等の規定により、米国で一般に認められた企業会計処理の原則及び手続並びに用語、様式及び作成方法
に基づいて作成しています。

2 2018年3月31日に終了した事業年度より、米国財務会計基準審議会のAccounting Standards Update 2015-17「繰延税金に関する貸借対照
表上の分類」を適用しています。これに伴い、過年度についても組替再表示しています。

3 営業利益は、売上高から売上原価、販売費及び一般管理費、研究開発費並びに固定資産減損損失を控除して算出しており、セグメント別営業
利益の合計額と一致しています。事業再編費用等は営業外費用として表示しています。

4 希薄化後1株当たり当社株主に帰属する当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載していません。

業績ハイライト



セグメント別事業案内へ

全般の概況（2018年3月31日に終了した事業年度）

当年度（2018年3月31日に終了した事業年度）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。

このような状況の下で、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きました。

この結果、当年度の売上高は4兆4,311億円、営業利益は3,186億円となりました。また、税金等調整前当期純利益
は3,645億円、当社株主に帰属する当期純利益は2,718億円となりました。

資産及び負債・資本の状況（2018年3月31日に終了した事業年度）

総資産残高は、前年度末比922億円増加の4兆2,645億円となりました。現金及び預金等が632億円減少した一方、棚卸
資産が受注工事の進捗等に伴い仕掛品を中心に987億円、受取手形及び売掛金と長期営業債権の合計が495億円それぞれ
増加しました。

負債の部は、借入金及び社債残高が前年度
末比406億円減少の3,114億円となり、借
入金比率は7.3％（前年度末比△1.1ポイ
ント）となりました。また、支払手形及び
買掛金が607億円、退職給付引当金が株価
上昇等に伴う年金資産の増加等によ
り239億円それぞれ減少したこと等から、
負債残高は前年度末比1,311億円減少
の1兆9,004億円となりました。

株主資本は前年度末比2,197億円増加
の2兆2,593億円となり、株主資本比率
は53.0％（前年度末比＋4.1ポイント）と
なりました。



設備投資の概要（2018年3月31日に終了した事業年度）

三菱電機グループは、「バランス経営」の実践と持続的成長の追求による業績拡
大方針の下、成長戦略の実現及び収益性向上のために、重電機器、FA機器、自動
車機器、パワーデバイス、空調機器等の各セグメントの中核事業を中心に投資を
実施する一方で、投資対象の選別・絞込みを徹底することにより、強固な事業基
盤の構築を目指しています。

当年度におけるセグメント別の主要な内容は、重電システム分野においては、電
力機器、交通機器及び昇降機の増産、合理化、品質向上等を目的とした投資を行
いました。産業メカトロニクス分野においては、FA機器及び自動車機器における
増産等を目的とした投資を行いました。情報通信システム分野においては、研究
開発力の強化等を目的とした投資を行いました。電子デバイス分野においては、
パワーデバイスにおける増産等を目的とした投資を行いました。家庭電器分野に
おいては、空調機器の増産、合理化、品質向上等を目的とした投資を行いまし
た。共通分野においては、研究開発力の強化等を目的とした投資を行いました。

キャッシュ・フローの状況（2018年3月31日に終了した事業年度）

当年度は、営業活動により増加した純キャッシュが2,404億円となった一方、投
資活動に投入した純キャッシュが1,782億円となったため、フリー・キャッ
シュ・フローは前年度比1,550億円減少の622億円の収入となりました。これに
対し、財務活動により減少した純キャッシュは1,282億円となったこと等から、
現金及び預金等期末残高は、前年度末比632億円減少の5,991億円となりまし
た。





プログラマブルコントローラー インバーター サーボ 表示器 電動機 ホイスト

電磁開閉器 ノーヒューズ遮断器 漏電遮断器 配電用変圧器 電力量計

無停電電源装置 産業用送風機 数値制御装置 放電加工機 レーザー加工機

産業用ロボット クラッチ 自動車用電装品

カーエレクトロニクス・カーメカトロニクス機器 カーマルチメディア機器 その他

産業メカトロニクス（2018年3月31日に終了した事業年度）

売上高 14,449億円 （前年度比 110％）

営業利益 1,908億円 （前年度比 507億円増）

FAシステム事業は、韓国等での有機EL関連や中国でのスマートフォン・電気自動車関連の設備投資の増加に加え、国内
の機械メーカーによる輸出が堅調に推移し、受注・売上とも前年度を上回りました。
自動車機器事業は、北米における新車販売台数の減少があったものの、中国での日系自動車メーカーの販売増加や円安の
影響もあり、受注・売上ともに前年度を上回りました。
この結果、部門全体では、売上高は前年度比10％増の1兆4,449億円となりました。営業利益は、売上増加などにより、
前年度比507億円増の1,908億円となりました。

＜主要な事業内容＞



無線通信機器 有線通信機器 ネットワークカメラシステム 衛星通信装置 人工衛星

レーダー装置 アンテナ 誘導飛しょう体 射撃管制装置 放送機器

データ伝送装置 ネットワークセキュリティーシステム

情報システム関連機器及びシステムインテグレーション その他

情報通信システム（2018年3月31日に終了した事業年度）

売上高 4,360億円 （前年度比 97％）

営業利益 119億円 （前年度比 7億円減）

通信システム事業は、通信インフラ機器の需要減少などにより、受注・売上とも前年度を下回りました。
情報システム・サービス事業は、システムインテグレーション事業等の増加により、売上は前年度を上回りました。
電子システム事業は、防衛・宇宙システム事業の増加などにより、受注は前年度を上回りましたが、防衛システム事業の
大口案件の変動などにより、売上は前年度を下回りました。
この結果、部門全体では、売上高は前年度比3％減の4,360億円となりました。営業利益は、売上減少などにより、前年
度比7億円減の119億円となりました。

＜主要な事業内容＞



パワーモジュール 高周波素子 光素子 液晶表示装置 その他

電子デバイス（2018年3月31日に終了した事業年度）

売上高 2,022億円 （前年度比 108％）

営業利益 145億円 （前年度比 61億円増）

電子デバイス事業は、通信用光デバイスの需要減少がありましたが、民生用・産業用パワー半導体の需要増加などによ
り、受注は前年度を上回り、売上高は前年度比8％増の2,022億円となりました。営業利益は、売上増加などにより、前
年度比61億円増の145億円となりました。

＜主要な事業内容＞



ルームエアコン パッケージエアコン チラー ショーケース 圧縮機 冷凍機

ヒートポンプ式給湯暖房システム 換気扇 太陽光発電システム 電気温水器

IHクッキングヒーター LEDランプ 蛍光ランプ 照明器具 液晶テレビ 冷蔵庫

扇風機 除湿機 空気清浄機 クリーナー ジャー炊飯器 電子レンジ その他

家庭電器（2018年3月31日に終了した事業年度）

売上高 10,493億円 （前年度比 104％）

営業利益 560億円 （前年度比 136億円減）

家庭電器事業は、欧州・中国・米国向け空調機器の増加に加え、円安の影響もあり、売上高は前年度比4％増の1兆493億
円となりました。営業利益は、素材価格の上昇や販売費用の増加などにより、前年度比136億円減の560億円となりまし
た。

＜主要な事業内容＞



資材調達・物流・不動産・広告宣伝・金融等のサービス その他

その他（2018年3月31日に終了した事業年度）

売上高 7,643億円 （前年度比 107％）

営業利益 239億円 （前年度比 6億円増）

資材調達の関係会社での増加などにより、売上高は前年度比7％増の7,643億円となりました。営業利益は、売上増加な
どにより、前年度比6億円増の239億円となりました。

＜主要な事業内容＞



セグメント別事業概要

当社の事業概要をセグメント毎に
ご案内しています。

法人のお客様

法人のお客様向けの事業内容につ
いてご紹介します。

個人のお客様

個人のお客様向けの事業内容につ
いてご紹介します。

事業内容について

私たちはこんなことをしています
三菱電機の各分野におけるさまざまな事業に関する情報を
わかりやすくご紹介しております。



キーテクノロジー

社会・生活を支える三菱電機の
「驚きの技術」をご紹介します。

研究開発

常により良いものを目指し製品・
サービスの開発に努めています。

展示会のご案内

出展予定のご案内から過去の展示
会情報までご覧いただけます。

技術について

最先端の技術を紹介します
三菱電機の驚きの最新技術や社会・生活を支える製品・サービスなどのさまざまな情報を
わかりやすくご紹介しております。



個人投資家向け説明会

個人投資家様向け会社説明会の資
料をご覧いただけます。

個人投資家向け説明会について

個人投資家向け説明会を開催
三菱電機グループへのご理解を深めていただくために、会社説明会を開催しております。





「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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