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目次・編集方針 マネジメントメッセージ三菱電機グループについて 環　境 社　会 ガバナンス三菱電機グループのサステナビリティ

企業情報
（2022 年 3 月末現在）

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： 漆間 啓 

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： 4,476,758 百万円

連結総資産： 5,107,973 百万円

連結従業員数： 145,696 人

北 米
10.3％
4,619億円

アジア
24.9％

11,149億円

欧 州
11.1％
4,953億円

その他
1.6％
721億円

第150期 (2020年度) 第151期 (2021年度)

4兆1,914億円 4兆4,767億円
(前年度比 107％)

2,301億円 2,520億円
(前年度比 109％)

2,587億円 2,796億円
(前年度比 108％)

1,931億円 2,034億円
(前年度比 105％)

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

※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

■ 向先地域別売上高 第150期
（2020年度）

第151期
（2021年度）

家庭電器部門
22.4％ 11,447億円

※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。

重電システム部門
24.2％ 12,381億円

情報通信システム部門
6.9％ 3,541億円

その他部門
13.2％ 6,762億円

電子デバイス部門
4.7％ 2,414億円

産業メカトロニクス部門
28.6％

 
14,603億円

第151期
（2021年度）

国内 52.1%　23,324億円 海外 47.9% 21,443億円

北 米
9.1％

3,792億円

アジア
22.1％
9,265億円

欧 州
9.3％

3,916億円

その他
1.5％
631億円

国内 58.0%　24,308億円 海外 42.0% 17,605億円

■

会社概要 業績

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、三菱電機では、お客様・取引先をはじめとする関係者の
皆様と従業員・家族の安全・健康を最優先とした上で、市民生活の維持に向けた企業としての社会的
責任を果たすために必要な事業を継続し、製品・サービスの提供に取り組むとともに、お客様への支
援などを行ってまいりました。新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大で、暮らしや働き方、ビ
ジネスのスタイルなど、世の中の価値観はこれまでと大きく変わっていくことを想定しています。

三菱電機は、その新たな価値観を、我々自身の働き方にも取り入れ、リモートワーク、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を行うとともに、デジタル環境下でのマーケ
ティングや商取引など、お客様や調達先の皆様とともに、新たなビジネススタイルを早期に確立して
まいります。

今後も、感染拡大防止策を十分に講じながら、グループ内外の力を結集し、変化する需要への対応
や新たな社会課題解決に向けて全力で取り組んでまいります。

新型コロナウイルス感染症への対応
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※オセアニア、
　中南米、
　アフリカ

欧州

アジア 日本 北米

その他
※

グループ関連会社 21社
売上比率 11.1%
売上高 4,953億円

グループ関連会社 96社
売上比率 52.1%
売上高 23,324億円

グループ関連会社 15社
売上比率 10.3%
売上高 4,619億円

グループ関連会社 68社
売上比率 24.9%
売上高 11,149億円

グループ関連会社 3社
売上比率 1.6%
売上高 721億円

グローバルな事業展開

企業理念・経営方針・経営戦略

私たち三菱電機グループは、たゆまぬ技術革新と限りない創造力により、
活力とゆとりある社会の実現に貢献します。企業理念

信頼、品質、技術、倫理・遵法、人、環境、社会私たちの価値観

という三菱電機グループの姿勢を意味するものです。
私たちは、ひとりひとりが変革へ挑戦し続けていく
強い意志と情熱を共有し、『もっと素晴らしい明日』を
切り拓いていくことをお約束します。

コミットメント

経営方針
「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に加
えて、 「事業を通じた社会課題の解決」という原点に立ち、サステナビリ
ティの実現を経営の根幹に位置づける。これにより、企業価値の持続的向
上を図り、社会・顧客・株主・従業員をはじめとしたステークホルダーへ
の責任を果たす。

経営戦略
グループ内外の知見の融合と共創により、進化した統合ソリューションを
提供する「循環型 デジタル・エンジニアリング企業」へ変革し、多様化す
る社会課題の解決に貢献する。

企業理念

私たちの
価値観

コミット
メント
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三菱電機の事業分野
ビル

世界90カ国以上で稼働する三菱昇降機（エレベーター、エスカ
レーター）は、安全・安心に加え、高い輸送効率を先進のテクノロ
ジーで実現しています。また、IoTやAIを活用し、ビル利用者の
出入り状況に応じて昇降機・空調・照明などのビル設備を稼働さ
せるなど、環境にやさしく高効率で快適なスマートビル・スマート
シティの実現に貢献します。

▪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主な
製品

安全・安心・高効率な輸送と環境にやさしく効率的で快適な
スマートビル・スマートシティを実現。

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。社会課題である
カーボンニュートラルの実現に向け、「デジタルエナジー」や「再
エネ事業」など新たなビジネスの積極的展開と、電力安定供給の
両立に取り組んでいきます。

▪タービン発電機　▪系統保護・制御システム　▪真空遮断器　▪変圧器　▪受配電システム
▪系統安定化システム　▪開閉装置　▪蓄電池制御システム　▪電力変換システム
▪電力ICTソリューション

主な
製品

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。

産業・FA 交通

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。

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。

▪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

▪車両用主回路システム　▪車両用空調装置　▪列車統合管理装置
▪トレインビジョン　▪電力システム　▪列車運行管理システム

主な
製品

主な
製品

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。

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」。

公共 自動車機器

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。

世界トップクラスのシェアを誇る数多くの車載機器製品で培っ
た技術を活用し、電動車用の高効率なモータ/インバータ、ミリ
波レーダ/カメラ/高精度ロケータを組み合わせた先進運転支
援システムを開発・量産化しました。今後も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・安心・快適に利用で
きるクルマづくりに貢献していきます。

▪水環境システム　▪航空管制システム　▪道路情報管理システム
▪大型映像装置　▪防災情報システム

▪電動化関連製品　▪ADAS関連製品　▪電動パワーステアリングシステム
▪エンジン制御製品　▪エンジン電装品

主な
製品

主な
製品

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。

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
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宇宙

これまでに世界各国で650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。

▪人工衛星　▪大型望遠鏡　▪衛星管制システム主な
製品

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。

空調・冷熱

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。

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

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。

通信 ホームエレクトロニクス

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、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や、安心・安全な社会の実現
に貢献するネットワークカメラ・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。

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、さら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。

▪光通信システム　▪無線通信システム　▪ネットワークカメラ・システム ▪冷蔵庫　▪掃除機　▪ジャー炊飯器主な
製品

主な
製品

情報を「送る」技術で、
快適なコミュニケーションを実現。

お客様の快適な生活の実現のために。

半導体・電子デバイス IT ソリューション

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。

企業はもとより社会インフラに至るまで、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。また、AIやIoTをはじ
めとする最先端のデジタル技術を駆使して、お客様の業務プロ
セスの変革や新たな価値・ビジネスモデルを創出するDX（デジ
タルトランスフォーメーション）の実現、さらに様々な社会課題の
解決に貢献していきます。

▪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 ▪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

主な
製品

主な
製品

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。

ITで快適と安心を実現する。
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三菱電機の経営戦略

サステナビリティの実現を経営の根幹に据え、事業を通じた社会課題解決を推進すべく、注力する
５つの課題領域を明確化しました。

サステナビリティ経営を実現する新経営体制
サステナビリティ経営を実現する4つのビジネスエリア(BA)を設定しました。BAオーナーが事業

を俯瞰してありたい姿を構想し、事業を通じた社会課題解決を加速させていきます。

サステナビリティ経営

マテリアリティ(重要課題)

５ つ の 課 題 領 域

カーボン
ニュートラル

自社と社会のCO2を減らし、
気候変動を抑える
脱炭素社会の実現

サーキュラー
エコノミー

資源が有効活用され、
持続的に循環する
社会の実現

安心･安全

様々な環境変化や
リスクに対応できる

レジリエントな社会の実現

インクルージョン

あらゆる人を尊重し、誰もが
自由で公正にいきいきと
過ごせる社会の実現

ウェルビーイング

一人ひとりの心身共に
健康で快適な
くらしの実現

持続可能な地球環境の実現 安心・安全・快適な社会の実現

    サステナビリティを志向する
  企業風土づくり

コーポレート・ガバナンスと
コンプライアンスの持続的強化あらゆる人の尊重

インフラ ライフ ビジネス
プラットフォーム

インダストリー・
モビリティ

社会システム事業本部

電力・産業システム
事業本部

電子システム事業本部

FAシステム事業本部

自動車機器事業本部

ビルシステム事業本部

リビング・デジタル
メディア事業本部

インフォメーション
システム事業推進本部

半導体・デバイス
事業本部

BA

部
本
業
事



8

目次・編集方針 マネジメントメッセージ三菱電機グループについて 環　境 社　会 ガバナンス三菱電機グループのサステナビリティ

統合ソリューション
統合ソリューションとはシステムの提供をコンサルティングから保守・運用までのライフサイクル全

体をサポートするソリューションです。
事業のベースとしてのコンポーネントを継続的に強化し、先進デジタル技術を活かしたシステムを

拡大させ、これらを核とした統合ソリューションを提供することで、複雑化する課題に対応し、当社が
将来においても成⻑を持続するための原動力とします。

製品・サービス層の拡大 提供する製品・サービス

システム
現場や機器の様々な知見を活用し、

セキュアかつ柔軟性・拡張性の高いシステムを実現

パワエレ、制御などの強みの技術とAI、モデリングなどの
先進技術を融合し、小型・省電力化とスマート化を追求

統合ソリューション

コンポーネント

現在

将来

強化された
コンポーネント

コンポーネントが
連携したシステム

強化された
コンポーネント、
システムを核とした
統合ソリューション

システムエンジニアリング

コンサルティング 保守・運用

大
拡
の
値
価
供
提

グループ内外の知見の融合と共創により、進化した統合ソリューションを提供する「循環型 デジタ
ル・エンジニアリング企業」へ変革し、多様化する社会課題の解決に貢献します。

社会課題を解決する循環型 デジタル・エンジニアリング企業

デジタル空間コンサルティング・
マーケティング・
営業

据付・メンテ・保守
カスタマーサービス

製造・品証支援部門開発・設計

つながりの強化
知恵・知識の集積
創造力の発揮

顧客

循環型 デジタル・エンジニアリング企業
お客様から得られたデータをデジタル空間上に集め、グループ内が強くつながり、知恵を出し合い、
新たな価値を生み出し、進化し続ける統合ソリューションにより社会課題の解決に貢献する企業

社 会 課 題 解 決

当社グループ
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貢献
社会全体のカーボンニュートラルの実現に貢献する事業の創出・拡大に向け、「グリーン by エレク

トロニクス」、「グリーン by デジタル」、「グリーン by サーキュラー」の３つのイノベーション領域での
研究・開発を加速していきます。

工場・オフィスにおける温室効果ガス削減に向けた取組
• 売上高の0.15%を継続的にカーボンニュートラル対応へ投資
• 2022年度、85拠点で再生可能エネルギーを活用
• 当社独自のマルチリージョンEMS※を活用し、社内の再生可能エネルギー利用拡大を推進
※  マルチリージョンEMS：複数拠点間での再エネ由来電力の融通、分散型電源・蓄電池の運用及び環境価値証書の購入に関する計画

等を自動で最適化するエネルギーマネジメントシステム

マルチリージョン
EMS

CCUS・カーボンリサイクル

大気・工場排ガスからのCO₂回収

熱・蒸気利活用

廃プラ100%活用

アンチフラジャイルシステム

浮体式HVDC

電力・熱・水素 統合EMS

マルチリージョンEMS

SiC・Ga系パワーデバイス

ZEB省エネ/創エネソリューション

xEV向けモータ・インバータシステム

低GWP冷媒への転換

主な研究･開発テーマ

「グリーン by サーキュラー」
炭素の循環利用実現に向けた
研究・開発を推進

「グリーン by デジタル」
先進デジタル技術の活用により、
エネルギー効率の向上、
再エネ利用の拡大に貢献

「グリーン by エレクトロニクス」
コアコンポーネントの高効率化・
小型化等により、
機器の省エネや電化を推進

カーボンニュートラル達成に向けてSDGs達成に向けて

2030年 2050年

ト
ク
パ
ン
イ
の
へ
減
削
ス
ガ
果
効
室
温 CCUS・カーボンリサイクル

熱、水素

大気

電力・熱・水素 統合EMS

SiC・Ga系
パワーデバイス

ZEB(net Zero 
Energy Building)

CCUS

燃料、化学品

工場

CO2

需要家

再生可能
エネルギー

CCUS:  Carbon dioxide Capture, Utilization and Storage/二酸化炭素の回収・有効利用・貯留, EMS: Energy Management 
System/エネルギー・マネージメント・システム,

GWP:  Global Warming Potential/地球温暖化係数, HVDC: High Voltage Direct Current/高圧直流送電, ZEB: net Zero 
Energy Building/ネット・ゼロ・エネルギー・ビル

当社グループのバリューチェーンにおける温室効果ガスの排出量を削減する「責任」と、事業を通じ
て、社会全体のカーボンニュートラルを目指す「貢献」の２つの側面から取組を強化していきます。

カーボンニュートラル実現に向けた取組み

責任
2050年度におけるバリューチェーン全体での温室効果ガス排出量実質ゼロ、2030年度では工場・

オフィスからの温室効果ガス50%以上削減に向け、取組みを強化していきます。

2050年度 ▶ バリューチェーン全体での温室効果ガス排出量実質ゼロ
2030年度 ▶ 工場・オフィスからの温室効果ガス排出量を50％以上削減 (2013年度比)

目標

「責任」と「貢献」の二面から、カーボンニュートラルの実現に取り組む

カーボン
ニュートラル
の実現

貢献
カーボンニュートラル
の実現に貢献する
事業の創出・拡大

責任
バリューチェーン全体
での温室効果ガス
排出量実質ゼロ

社内の取組を
ビジネスに展開

社会全体の取組進展による
当社への好影響
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目次・編集方針 マネジメントメッセージ三菱電機グループについて 環　境 社　会 ガバナンス三菱電機グループのサステナビリティ

財務目標
当社グループは2025年度に売上高5兆

円、営業利益率10%を目指していきます。
また、ROEは10%、キャッシュ・ジェネレー
ションは中計期間の5年間で3.4兆円を目指
します。

事業ポートフォリオ戦略
持続的成⻑に向けては、事業ポートフォリオ戦略の強化による収益力向上を図るべく、重点成⻑事

業と位置付ける「FA制御システム」「空調冷熱システム」「ビルシステム」「電動化/ADAS※」「パワーデ
バイス」の5つの事業に対し経営資源を戦略的に投入し、収益力や成⻑性の高い事業へのリソースシ
フトを進めていきます。育成事業・新規事業も、データ連携・活用型ソリューション事業の拡大や既存
事業における事業モデルの変革、次世代事業の創出に取り組みます。
※ ADAS：Advanced Driver Assistance System/先進運転支援システム

※1 MACT社：Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company
※2 ADAS：Advanced Driver Assistance System/先進運転支援システム
※3 CVC：Corporate Venture Capital

重点成長事業、育成事業・新規事業
重点成⻑事業では生産能力の増強や新たな事業運営体制の構築、新製品の投入等、着実に成⻑戦

略を推進しています。育成事業・新規事業ではオープンイノベーションにより新たな事業の創出を加
速しています。

2025年度 財務目標

2025 年度に向けた中期経営計画の進捗状況

●2025年度  財務目標
売上高 5兆円
営業利益率 10%
ROE 10%

キャッシュ・
ジェネレーション（※） 3.4兆円／5年

※キャッシュ・ジェネレーション：調整後営業キャッシュ・フロー(CF)
※ キャッシュ・ジェネレーション：調整後営業キャッシュ・フロー（CF）

　・効率的な投資による収益力の最大化
　　売上高 1兆円 
　　営業利益率 9% 
　　(2025年度：レジリエント事業合計) 

〈 安定的な需要を有し、市況変動時においても
   当社のレジリエントな経営に貢献 〉

レジリエント事業

性
益
収

高

高低
事業の成長性

　・集中的な成長投資で規模拡大・収益性向上
　売上高 2.6兆円/成長率 8%
　 (CAGR2020-2025年度)
   営業利益率 13% 
　（2025年度：重点成長事業合計）

〈 成長市場においてグローバルトップとなる
 ポテンシャルを有し、社会課題解決に資する
 イノベーションを実現する当社の成長ドライバー 〉

重点成長事業

育成事業・新規事業
・データ連携・活用型ソリューション事業の拡大
・既存事業の事業モデル変革、次世代事業の創出

課題事業
一定基準を下回る低収益事業については
売却・撤退を検討

め
極
見

価値再獲得事業
・既存のリソースを活用して市場の
 要求に応える新たな付加価値を獲得

へ
業
事
ト
ン
エ
リ
ジ
レ

ソ
リ

ト
フ
シ
ス

へ
業
事
長
成
点
重
る
な
次

FA制御
システム

脱炭素関連分野でのFA制御システム需要に対応する
新生産拠点(尾張旭地区)を設立
約130億円を投資し、新たな生産拠点を設立(2025年4月稼働予定)

空調冷熱
システム

欧州ヒートポンプ需要に対応する空調機生産体制を強化
トルコMACT社(※1)に約130億円を投資し、生産体制を強化 (2024年2月稼働予定)

ビル
システム

新設から保守・リニューアルまで一貫した事業運営体制へ移行
三菱電機ビルソリューションズ株式会社を設立(2022年4月)

電動化/
ADAS(※2)

先進運転支援技術に貢献する新型「高精度ロケータ」を量産化
準天頂衛星からのセンチメータ級測位補強サービス信号を受信できる
新型「高精度ロケータ」を民生用で初めて量産化(2021年10月量産開始)

パワー
デバイス

自動車・民生分野の旺盛な需要に対応しウエハの生産能力を倍増
2025年度までに2020年度比約2倍に増強。福山工場に生産効率を高めた
8インチラインを構築。12インチラインの構築にも着手

新規事業の創出に向け、オープンイノベーションを加速するCVC(※3)ファンドを設立
グローバル・ブレイン株式会社と運用総額50億円のMEイノベーションファンドを設立(2022年1月)

重点成長事業＜成長戦略の推進＞

育成事業・新規事業＜次世代事業の創出＞

※1 MACT社：Mitsubishi Electric Air Conditioning Systems Manufacturing Turkey Joint Stock Company
※2 ADAS：Advanced Driver Assistance System/先進運転支援システム   ※3 CVC：Corporate Venture Capital

へ
業
事
長
成
点
重
る
な
次

MACT社
外観

高精度
ロケータ

福山工場
外観

新生産拠点
完成予想図

FA制御
システム
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新規事業の創出に向け、オープンイノベーションを加速するCVC(※3)ファンドを設立
グローバル・ブレイン株式会社と運用総額50億円のMEイノベーションファンドを設立(2022年1月)

重点成長事業＜成長戦略の推進＞
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目次・編集方針 マネジメントメッセージ三菱電機グループについて 環　境 社　会 ガバナンス三菱電機グループのサステナビリティ

レジリエント事業、価値再獲得事業、課題事業
レジリエント事業では、M＆A等を通じて収益力向上や事業拡大を推進しています。価値再獲得事

業では、収益性向上により一部事業がレジリエント事業へ移行しています。課題事業では売却・撤退・
協業によるリソースシフトを進めています。

キャピタル・アロケーション
キャピタル・アロケーションは成⻑投資を最優先とし、利益成⻑を通じた株主還元も更に強化しま

す。源泉となるキャッシュ・ジェネレーションは重点成⻑事業を中心に5年間で3.4兆円の創出を目指し
ます。株主還元（配当+自己株式取得）は0.6兆円（前中期経営計画期間：0.4兆円）を目標にするとと
もに、資本政策の実行により更なる資本効率の向上を図ります。

資源投入の重点配分
2025年度財務目標(売上高5兆円・営業利益率10%)の達成に向け、重点成⻑事業を中心に、前中

期経営計画期間比+0.8兆円となる2.8兆円の資源を投入します。
戦略投資0.5兆円のうち、0.2兆円については事業分野ごとに具体的検討を開始しています。

一部事業の収益性を向上させレジリエント事業に追加
加工機、高周波光デバイス、ITインフラサービス

北米での無停電電源装置事業の拡大に向け米国UPS保守会社を買収
カリフォルニア周辺地域で実績を持つComputer Protection Technology, Inc(CPT社)の全株式を取得(2022年2月)

レジリエント事業＜収益力の強化＞

価値再獲得事業
へ
業
事
ト
ン
エ
リ
ジ
レ

課題事業＜売却・撤退・協業によるリソースシフト＞
液晶テレビ事業他、京都製作所事業の見直し
液晶テレビ事業を縮小(2021年11月発表)、業務用プリンター事業を終息、屋内用映像マルチシステム自社生産を終了(2022年3月発表)し、
経営資源を当社の重点成長事業である空調冷熱システム事業などへシフト

JUKIとの工業用ミシン事業合弁会社設立
JUKI株式会社及び名菱テクニカ株式会社と工業用ミシン事業の合弁会社を設立（2022年7月設立）
両社の持つ強みを融合し、工業用ミシン事業の拡大を目指す

め
極
見

レーザー
加工機

高周波光
デバイス

※1 成長投資等へのアロケーション(M&A等戦略投資、研究開発費、設備投資)
※2 全事業部門に対する資源投入額に占める重点成長事業の比率(非事業部門への資源投入は除く)

資源投入(※1)

前中期経営計画
(2016-2020年度)

2.0兆円

中期経営計画
(2021-2025年度)

2.8兆円
+0.8兆円

・戦略投資(M&A等)については0.5兆円の枠を設定。
 重点成長事業に集中的に予算配分し、機動的に投入
・ROICを拠点・事業ごとにブレークダウン。
 事業評価・投資判断にも活用し投下資本の効率最大化を図る

重点成長事業 44%(※2) 重点成長事業 約60%(※2)

売上高・営業利益

2025年度 財務目標
売上高 5兆円　営業利益率 10%

M&A
0.1兆円

研究開発費
1.0兆円

研究開発費
1.1兆円

戦略投資
(M&A等)
0.5兆円

設備投資
1.2兆円

内 DX･
情報セキュリティ
強化 0.2兆円

設備投資
0.9兆円

売 上 高

率
益
利
業
営

2020
年度

2025年度
レジリエント事業

価値再獲得事業 他

重点成長事業

2025年度

2020年度 2025年度

2020年度

※1 成⻑投資等へのアロケーション(M&A等戦略投資、研究開発費、設備投資)
※2 全事業部門に対する資源投入額に占める重点成⻑事業の比率(非事業部門への資源投入は除く)

更なるキャッシュの創出に
より、成長投資・株主還元
の拡大を図る

非事業資産の売却、運転資
本の圧縮により、更なるキ
ャッシュを創出

2021年度

前中期経営計画
(2016-2020年度)

成長投資等(※2)

2.0兆円

中期経営計画
(2021-2025年度)

成長投資等(※2)

2.8兆円

3.4兆円

株主還元  目標： 0.6兆円

株主還元 0.4兆円
現預金増等 0.3兆円

2.7兆円

戦略投資(M&A等)
0.5兆円

配当約850億円、
自社株買い約500億円、
合計約1,350億円の
株主還元を実施

キャッシュ・
ジェネレーション
[調整後営業ＣＦ](※1)

キャピタル・
アロケーション

※1 営業CFに研究開発費加算等の調整後
※2 M&A等戦略投資、研究開発費、設備投資




