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目次・編集方針 三菱電機グループについて 社長メッセージ 三菱電機グループのサステナビリティ ガバナンス環　境 社　会

企業データ
（2021 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 （2021 年 7 月 28 日就任）

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： 4,191,433 百万円

連結総資産： 4,797,921 百万円

連結従業員数： 145,653 人

会社概要 業績

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

第149期 (2019年度) 第150期 (2020年度)

4兆4,625億円 4兆1,914億円
(前年度比 94％)

2,596億円 2,301億円
(前年度比 89％)

2,819億円 2,587億円
(前年度比 92％)

2,218億円 1,931億円
(前年度比 87％)

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149期
（2019年度）

第150期
（2020年度）

家庭電器部門
21.9％ 10,383億円

※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
26.8％ 12,702億円

情報通信システム部門
8.0％ 3,801億円

その他部門
12.7％ 6,030億円

電子デバイス部門
4.3％ 2,052億円

産業メカトロニクス部門
26.3％

 
12,485億円

第150期
（2020年度）

国内 58.0%　24,308億円 海外 42.0% 17,605億円

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

国内　58.5％　26,103億円 海外　41.5％ 18,521億円
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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 24社
売上比率 9.3%
売上高 3,916億円

グループ関連会社 96社
売上比率 58.0%
売上高 24,308億円

グループ関連会社 14社
売上比率 9.1%
売上高 3,792億円

グループ関連会社 68社
売上比率 22.1%
売上高 9,265億円

グループ関連会社 3社
売上比率 1.5%
売上高 631億円

グローバルな事業展開

新型コロナウィルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方々に謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹患され
た皆さまとご家族および関係者の皆さまに心よりお見舞い申し上げます。また、感染拡大防止にご尽
力されている皆さまに心より感謝と敬意を表します。

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、当社では、お客様・取引先をはじめとする関係者の皆さ
まと従業員・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。

当社は、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。

１．勤務の取扱について

２．感染防止対策

緊急事態宣言が発出されている地域においては、政府や自治体から「在宅勤務等による、出勤者数
の7割減を目指すこと」などを要請されていることを受け、リモートワークが可能な従業員に対し、7割
以上の削減を目指して取り組んでいます。その他地域でも、業務運営上、在宅勤務で支障がない業務
については、在宅勤務等を活用し、業務を行うこととしています。在宅勤務等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。

○2021年6月9日時点：本社部門において、69％の出勤者を削減しています。
今後も柔軟で効率的な働き方として、リモート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。

従業員の安全・健康を第一に、各事業所においては、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。
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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。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。

▪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　▪電力変換機器・システム
▪超電導応用製品　▪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。

▪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　▪予防安全製品　▪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　▪カーマルチメディア製品

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、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。

▪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 ▪液晶テレビ　▪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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企業理念 / 経営方針 / 経営戦略
企業理念

経営戦略

経営方針

三菱電機は創立100周年を契機に、社会における三菱電機グループの存在意義、そして従業員一
人ひとりが大切にすべき価値観・姿勢をあらためて定義し、「企業理念」、「私たちの価値観」及び「コミッ
トメント」により構成される企業理念体系を改定しました。次の100年もステークホルダーの皆さまか
ら信頼され、時代の要求に応えられる企業集団を目指していきます。

多様化する社会課題の解決に向け、100年培った経営基盤※1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。
※1 顧客との繋がり、技術、人材、製品、企業文化等

「成長性」「収益性・効率性」「健全性」のバランス経営に加え、全ての活動を通じたサステナビリティ
の実現に貢献し、経済的価値と社会的価値を両輪とした企業価値の更なる向上を実現します。

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 企業理念

私たちの
価値観

コミット
メント

収益性
効率性 健全性

成長性

企業価値の
更なる向上
(経済的価値・
社会的価値)

●事業ポートフォリオ戦略の強化
　（重点成長事業への経営資源投入、
　リソースシフト） 
●社会課題解決を通じた持続的成長
　（脱炭素ソリューション等）
 ●技術シナジー・事業シナジー発揮
 ●事業環境変化への俊敏な対応 

●資本効率の向上、経営体質強化
●温室効果ガス実質ゼロへの取組み
●より強固な経営基盤構築

●健全な財務体質維持
●持続可能な地球環境の実現
●コーポレートコミュニケーション強化
●風土改革の徹底的推進(品質、
   ダイバーシティ、セキュリティ等)
●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

サステナビリティ
●全ての活動を通じたサステナビリティの
　 実現への貢献

持続可能な地球環境の実現

安心・安全・快適な社会の実現

あらゆる人の尊重

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

事
業
を
通
じ
た

社
会
課
題
解
決

持
続
的
成
長
を
支
え
る

経
営
基
盤
強
化

サステナビリティを志向する
企業風土づくり

※2 Quality of Life

統合ソリューション
三菱電機の統合ソリューションとは、当社の強いコアコンポーネントに、豊富なフィールドナレッジ

と、先進的デジタル技術を掛け合わせることによって提供される、当社ならではのソリューションです。

機器の知見
ニーズに応じた
最適化ノウハウ

運用支援・
保守の実績

顧客との繋がり

データ
連携

故障
予兆
検知 余寿命

推定

デジタル
ツイン暗号化

技術

インバータ

モータ

パワー
デバイス

4つの満足 コアコンポーネント フィールドナレッジ 先進的デジタル技術

サステナビリティ
実現に向けた
マテリアリティ

顧客の満足

社会の満足

株主の満足

従業員の満足

よい製品・サービスの提供

社会への貢献

企業価値の向上

働きがいのある職場作り

4 つの満足

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※2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

モビリティ

インフラ インダストリー

ライフ
社会課題
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目次・編集方針 三菱電機グループについて 社長メッセージ 三菱電機グループのサステナビリティ ガバナンス環　境 社　会

経営基盤の強化

① 業務 DX の推進 ④ 研究開発戦略

⑤ 知的財産・標準化戦略

② グローバル対応

③ 最適なグループ運営体制

2021年4月に新設したプロセス・オペレーション改革本部を中心に、当社グループにおける全体最
適化に向け、業務プロセスを刷新し、データとデジタル技術を活用した業務効率化・生産性向上による

「業務の変革」を推進します。

既存事業の強化と変革、新たな価値創出に向けた研究開発をバランスよく推進し、オープンイノ
ベーションの積極活用で社会課題の早期解決を目指します。

事業のDXに資するAI・ソリューション関連の知的財産権取得に注力するとともに、当社の技術資
産を起点に社外連携を強化し、事業を拡大します。また、社会課題の解決や、事業拡大に資するツール
として標準化活動を位置づけ、事業戦略・研究開発戦略・知財／標準化戦略を整合させた三位一体の
経営を推進します。

グローバルにサプライチェーンとエンジニアリングチェーンを強化、世界の政治・経済の環境変化
を素早く察知、分析して、柔軟なオペレーションを目指します。

各バリューチェーンで関係会社の機能強化・役割分担見直しを行い、最適なグループ運営体制を追
求します。

◦ グローバル事業体制の強化

◦ あらゆる変化に柔軟に対応可能なサプライチェーンの構築  

◦ 海外発のビジネスモデル立上げ強化 

◦ 経済安全保障統括室の設置

モータの小型・高効率化技術、高速・高精度位置決め技術などのコン
ポーネント・システムの差別化技術を、AI・新材料他の先進基盤技術との
融合により強化

パワエレ、制御、モデリング、材料分析、AI、セキュリティ、データ解析・連携
など、機器・システム・サービスの品質と信頼を根幹で支える技術を深化

未来洞察・技術トレンド分析にもとづき、社会変化から生まれるニーズに
応える技術、既存事業を変革する不連続な技術の開発に挑戦。新たな
用途や顧客開拓につながる、保有技術の拡張にも注力

コア技術の強化
—収益向上の原動力—

基盤技術の継続的深化
—事業を支える土台—

新技術の探索・創出
—次なる成長の源泉—

重点成長事業の強化、統合ソリューションの拡大に対応したS／W設計会社の体
制整備・開発力強化（生産性向上、人員拡充、新技術の取込み等）

グローバル物流企業との戦略的パートナーシップも視野に入れたロジスティクス
体制整備、先進プラットフォーム導入による物流環境変化への迅速な対応と効率化

顧客接点機能を活かしたストックビジネス強化と生涯利益最大化に向けた事業体制
整備、グループ内でのストック情報共有化・有効活用による新たな事業機会の創出

従業員福利厚生や各事業の展開に必須な業務に集中、アウトソースの活用等による
効率性の改善

設　計

物　流

保守・サービス

社内業務支援




