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経営戦略
多様化する社会課題の解決に向け、100年培った経営基盤※の強化に加え事業モデルの変革により、ライフ、インダストリー、インフラ、

モビリティの４つの領域において、グループ内外の力を結集した統合ソリューションを提供していきます。
※100年培った経営基盤：顧客との繋がり、技術、人材、製品、企業文化等

　経営戦略に基づき、社会課題の解決に向けた価値創出を追求するとともに、全ての企業活動を通じて世界共通の目標であるSDGs※

の17の目標達成に貢献します。
※SDGs： Sustainable Development Goals。国連総会で採択された2030年に向けた「持続可能な開発目標」

社会課題

持続可能な社会

交通事故ゼロ

渋滞解消
快適な移動 交通弱者のQOL向上

地域間格差の解消
余暇の充実

まちづくり
地球温暖化対策

きれいな水

人為的脅威への備え

産業と技術革新
水不足･食料不足の回避
生態系の保全

教育･人材育成の機会均等

快適なくらし
感染症への備え

健康

etc.

資源の偏在･枯渇への対応
労働力不足への対策

大気汚染の低減
インフラ老朽化対策

自然災害への備え
貧困･格差の解消

グループ内外の力を結集した統合ソリューション提供

事 業 モ デ ル の 変 革

100年培った経営基盤の強化 × あらゆる連携の強化 = 技術・事業シナジーの進化

モビリティ

インフラ

ライフ

インダストリー

全ての企業活動を通じた貢献

価値創出による貢献
FA機器

ビル向け設備・
システム

家庭電器

自動車機器

パワー
半導体

人工衛星

交通システム

電力システム

映像解析
ソリューション

監視制御
システム

コーポレートガバナンス、
コンプライアンスの

継続的強化

家電リサイクル

植林活動生産時の
環境負荷低減

直感的に操作できる
リモコン
〜ユニバーサルデザインの推進〜

人権の尊重と
多様な人材の活躍

三菱電機
SOCIO-ROOTS基金

共生社会実現
への取組

…

…

「持続可能な社会と安心・安全・快適性の両立」をはじめとする価値創出への取組をより一層推進

価値創出
への取組
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北 米
9.7％

4,320億円

アジア
20.6％
9,199億円

欧 州
9.8％

4,372億円

その他
1.4％
629億円

北 米
9.5％

4,294億円

アジア
22.4％

10,138億円

欧 州
10.0％
4,537億円

その他
1.5％
661億円

社名： 三菱電機株式会社

本社： 〒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： 4,462,509百万円

連結総資産： 4,409,771百万円

連結従業員数： 146,518人

会社概要  業績（2020年3月末現在）

第148期 (2018年度) 第149期 (2019年度) 第148期 (2018年度) 第149期 (2019年度)

4兆5,199億円 4兆4,625億円
(前年度比 99％)

2,904億円 2,596億円
(前年度比 89％)

3,159億円 2,819億円
(前年度比 89％)

2,266億円 2,218億円
(前年度比 98％)

売上高

営業利益

税引前
当期純利益

親会社株主に
帰属する
当期純利益

家庭電器部門
21.5％ 10,902億円

※部門別売上高には、部門間の内部売上高(振替高)を含めて表示しております。 ※向先地域別売上高は、顧客の所在地別に表示しております。

■ 部門別売上高

重電システム部門
25.8％ 13,073億円

情報通信システム部門
9.0％ 4,555億円

その他部門
13.0％ 6,596億円

電子デバイス部門
4.1％ 2,087億円

産業メカトロニクス部門
26.6％

 
13,494億円

■ 向先地域別売上高
第148期
（2018年度）

第149期
（2019年度）

※オセアニア、
　中南米、
　アフリカ

グローバルな事業展開

欧州

アジア 日本 北米

その他
※

第149期
（2019年度）

国内　56.6％　25,566億円 海外　43.4％ 19,632億円

国内　58.5％　26,103億円 海外　41.5％ 18,521億円

１．勤務についての取り扱い
業務運営上、在宅勤務で支障がない業務については、在宅勤務を活用し、業務を行うこととしています。在宅勤務が困難な業務に
ついては、感染防止対策を徹底した上で、事業所に出社し、業務を行うこととしています。
今後も柔軟で効率的な働き方として、テレワークやオンライン会議の活用をより一層推進していきます。

２．感染防止対策
従業員の安全・健康を第一に、各事業所において、清掃・消毒の徹底、時差出勤・退勤の促進、ソーシャル・ディスタンス（フィジカ
ル・ディスタンス）の確保策など、感染防止対策の徹底と強化を図っています。

３．情報開示
新型コロナウイルス感染症への対応についての最新の状況は、ウェブサイトにて開示しています。
https://www.MitsubishiElectric.co.jp/notice/2020/prd/

新型コロナウイルス感染症への対応について

４．新たな生活スタイル・ビジネススタイルに向けて
新型コロナウイルス感染防止対策を通して、世の中の
価値観が大きく変わっていくことを想定しています。
その新たな価値観を、新たな働き方、ビジネススタイ
ルに取り入れ、変化する需要への対応や社会課題の解
決に全力で取り組んでいきます。

１．ビジネススタイルの変革
テレワーク、オンライン会議の本格活用をはじめとするグループ全体の業務革新
社会の価値観の急速な変化を受けた、デジタル環境下でのマーケティング、商取引、
サービス提供、ユーザー教育体制等の早期確立

２．新たな社会課題に対する統合ソリューションの提供
  グループ内外の力を結集し、変化する需要への対応や社会課題解決に全力で取り組む

…非接触ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
（音声認識等）

人と人との関わり方の変化
遠隔 /無人システム
への期待の高まり

オンラインでの
対面ニーズの向上 衛生意識の向上

統合ソリューション

一例として

AI / 5G/ IoT

遠隔制御 ロボット
連携 セキュリティ 赤外線

センサ 換気制御

グループ関連会社 24社
売上比率 9.8%
売上高 4,372億円

グループ関連会社 95社
売上比率 58.5%
売上高 26,103億円 グループ関連会社 14社

売上比率 9.7%
売上高 4,320億円

グループ関連会社 68社
売上比率 20.6%
売上高 9,199億円

グループ関連会社 2社
売上比率 1.4%
売上高 629億円

光のアニメーションによるライティング誘導システム「てらすガイド」 ※2020年7月現在

グローバルな事業展開
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ビル

■ エレベーター ■ エスカレーター ■ ビル管理システム
■ ビルセキュリティーシステム

三菱電機の昇降機は、世界90カ国以上で100万台以上が稼働し、人々の安全で快適な縦の
移動に貢献しています。また、空調や照明などのビル設備の効率的な制御・管理や、セキュリ
ティーシステムと各種業務システムとの連携により、環境にやさしく、かつ安心・快適・効率
的なビルソリューションを提供します。

安全で快適な縦移動と環境にやさしく安心・快適・効率的なビルソリューションを提供。

公共

主な製品 ■ 水処理技術 ■ 航空管制システム ■ 大型映像装置 ■ 防災情報システム

高度な社会インフラに貢献するライフラインや公共施設・サービスなど、生活基盤を築く
数々の分野で事業を展開しています。水環境システムを始め、安心・安全な社会づくりへの
貢献、そして映像エンターテインメントの提供まで、社会が必要とするものをつくり出し、暮
らしの質を高めていきます。

もっと良い未来のために、確かな生活基盤を最先端の技術で。

産業・FA

主な製品
■ シーケンサ ■ サーボ ■ 産業用・協働ロボット ■ 配線用遮断器
■ 省エネ支援システム ■ 数値制御装置(CNC) ■ レーザ加工機 ■ 金属3Dプリンタ

主な製品

シーケンサやレーザー加工機などのFA分野で世界トップクラスのメーカーとして各国の「も
のづくり」を支えています。また、FA技術とITを活用し、開発・生産・保守の全般にわたるトータ
ルコストを削減するFA-IT統合ソリューション「e-F@ctory」も展開しています。

高い価値をもたらす製品・ソリューション・サービスの提供により、世界の「ものづくり」を支える。

交通

主な製品
■ 車両用主回路システム ■ 車両用空調装置 ■ 車両情報管理装置
■ 電力管理システム ■ トレインビジョン ■ 列車運行管理システム

1964年の開通以来、すべての新幹線において車両・地上システムの開発に携わってきた技
術力。そして、様々な分野で培ってきた電力や通信などの技術を集結し、省エネにも貢献し
ています。既に世界30カ国以上で三菱電機の製品が採用されています。これからも省エネ
で安全、快適な国内外の鉄道を支えていきます。

車両用機器・システムをトータルで提供する「鉄道の三菱電機」。

自動車機器

主な製品
■ エンジン電装品 ■ 電動パワーステアリングシステム ■ エンジン制御製品
■ カーマルチメディア製品 ■ 電動化関連製品 ■ 予防安全製品

世界で初めて製品化した電動パワーステアリングを始めとして、世界トップクラスのシェア
を誇る数多くの製品で安全・安心・快適なクルマづくりを支えています。電気自動車やハイ
ブリッド車の普及、自動運転の実現など、変わり続ける時代のニーズを様々な視点からとら
え、誰もが安全に安心して利用できるクルマづくりに貢献していきます。

多彩な製品群で、モータリゼーションの発展を下支えする。

エネルギー

主な製品
■ タービン発電機 ■ 保護、制御システム ■ 真空遮断器 ■ 変圧器
■ 受変電システム ■ 系統安定化システム ■ 開閉装置 ■ 蓄電池制御システム
■ 電力変換機器・システム ■ 超電導応用製品 ■ 電力ICTソリューション

創業以来携わってきた伝統あるビジネスであり、発電から送変電、配電に至るすべてのフェーズにお
いて、世界各国の電力インフラの発展に大きな役割を果たしてきました。クリーンエネルギーの需要
が高まる中、スマートグリッド関連事業など、新たなエネルギービジネスも積極的に展開しています。

川上から川下まで、国内屈指の総合力で電力インフラを構築。

宇宙

主な製品 ■ 人工衛星 ■ 大型望遠鏡 ■ 人工衛星搭載機器

これまでに世界各国で570機以上の人工衛星開発に参加しています。宇宙環境を再現でき
る試験設備を備え、人工衛星の設計・製造・試験を一貫して自社内で行うことができます。
また、ハワイの「すばる望遠鏡」やチリの「ALMA望遠鏡」など、大型望遠鏡の分野でも世界
をリードしています。

宇宙という広大なビジネスフィールドで先端技術が活きる。

通信

主な製品 ■ 光通信システム ■ 無線通信システム ■ 映像セキュリティーシステム

インターネットなどの通信インフラ上で、高画質動画コンテンツなど大容量データを高速で
やりとりするための光通信システム製品を手がけています。また、安心・安全な社会の実現
に貢献する映像セキュリティーシステムや、エネルギーの最適利用に向けたスマートメー
ター用無線通信システムなど、多彩な製品を通じて豊かな社会づくりを支えます。

情報を「送る」技術で、快適なコミュニケーションを実現。

半導体・電子デバイス

主な製品 ■ パワー半導体モジュール ■ 光デバイス ■ 高周波デバイス ■ TFT液晶モジュール

家電から宇宙まで、機器のキーデバイスとして活躍し、我々の暮らしを豊かにする半導体・
デバイスを提供しています。特にパワー半導体デバイスは家電製品や産業機器、電気自動
車、鉄道などの電力制御やモーター制御、風力発電や太陽光発電などあらゆる分野で活
躍。その性能によって各分野で高い省エネ効果を生み出しています。

より豊かな社会を支えるキーデバイスを提供。最先端技術に挑戦。

主な製品 ■ ルームエアコン ■ 業務用空調機 ■ 低温機器・給湯機・産業冷熱製品

ルームエアコン「霧ヶ峰」に代表される住宅用から、店舗、オフィス、ビル用まで幅広く快適
で環境に配慮した省エネ効率の高い空調機を日本国内を始め世界へ提供しています。一方
で冷凍・冷蔵などの低温分野においても、倉庫・食品加工場やアイススケートリンクへ冷凍
機や除湿機など、流通から産業分野まで幅広い製品・システムを提供しています。

家庭からビジネスまで暮らしのあらゆるシーンで快適と省エネ性の両立を求めて。

ホームエレクトロニクス

主な製品 ■ 液晶テレビ ■ 冷蔵庫 ■ 掃除機 ■ ジャー炊飯器

キッチン・リビング・寝室等、幅広い生活シーンでお使いいただける家庭電器商品を提供し
ています。それぞれのシーンでお客様の期待にこたえ、更に期待を超える商品を提供するこ
とでお客様の快適な生活を実現していきます。

お客様の快適な生活の実現のために。

ITソリューション

主な製品
■ ターミナルレーダー情報処理システム ■ 空港旅客案内情報システム
■ 大規模ネットワークシステム ■ 大規模セキュリティーシステム

金融機関や製造現場、社会インフラ（交通・航空・空港・電力）、デベロッパーなど幅広い分野
において、暗号化を始めとするセキュリティー技術やIoT技術、及びクラウド基盤の活用によ
り、豊かな暮らしと社会を支えるITソリューションを提供しています。

暮らしのあらゆる場面に、ITで快適・安心・発展を提供。

三菱電機の事業分野

空調・冷熱
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