
第2四半期累計期間決算ハイライト

＊1	 各予想値は、2018年10月29日に公表したものです。
＊2	 2018年度の期末配当金は未定です。
＊3	 本ページ及び「部門別概況」ページに記載の決算数値につきましては、2018年度より国際会計基準(IFRS)を適用したことに伴い、2017年度についても

IFRSに準拠した数値を記載しています。

　株主の皆さまには、平素から格別のご高配を
賜り、厚く御礼申し上げます。
　ここに、2018年度上半期の概況と今後の取り組み
についてまとめました「株主通信2018」をお届け
いたしますので、ご高覧ください。
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■�経営方針
�－�バランス経営の継続と持続的成長の更なる追求�－

　2018年度上半期（4月～9月）の国内外の景気は、	
中国はやや減速した一方、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、前年同期と比べると、8月以降は対米ドル	
では円安、対ユーロでは円高基調で推移しました。
　三菱電機グループは、このような経営環境下において、	
更なる業績向上に取り組んできた結果、2018年度	
第2四半期累計期間の連結売上高は、重電システム部門、	
産業メカトロニクス部門、電子デバイス部門及び家庭

移行が進む中で、当社は2020年度に創立100周年を
迎えます。成長目標を達成し、2020年度以降も成長
を持続するため、変えてはならないものと、変えて	
いくべきものがあると考えています。
　変えてはならないものは、三菱のDNAとも言える
大切な理念である「三綱領」＊1の精神の実践と、三菱
電機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」です。
　一方、変えていくべきものとして「二つの変革」が	
挙げられます。一つ目は「事業の変革」です。時代の	
変化や技術の変化に合わせ、我々の事業モデルも常に	
見直す必要があります。強い事業も含めた既存事業の
強化を図るとともに、技術シナジーや事業シナジーを	
活かした取り組みを一層加速します。さらには、組織の	
枠を超えた部門横断的な活動の推進や社外との様々な	
連携により、新たな成長ドライバーの創出を目指し	
ます。二つ目は「業務の変革」です。働き方改革＊2の	
更なる推進により、業務の質を高め、従業員が成長
しながら、いきいきと夢を持って働けるよう、今まで	
以上に人を大切にする風土を実現してまいります。
＊1	「三綱領」：
	 三菱第四代社長岩崎小彌太より示された経営の根本理念
	 ●	「所期奉公」：事業を通じ、物心共に豊かな社会の実現に努力する

と同時に、かけがえのない地球環境の維持にも貢献する。
	 ●	「処事光明」：公明正大で品格のある行動を旨とし、活動の公開性、	

透明性を堅持する。
	 ●	「立業貿易」：全世界的、宇宙的視野に立脚した事業展開を図る。
＊2	 当社は「業務のスリム化による生産性向上」、「“成果・効率”の	

更なる追求」、「「仕事」と「生活」双方の充実」、「職場内コミュニ
ケーションの促進」の4つの視点に基づき、各部門・組織階層	
や事業所毎に具体策を展開しています。

電器部門の増収などにより、全体では前年同期比
103％の2兆1,701億円となりました。連結営業利益は、
産業メカトロニクス部門、情報通信システム部門、電子
デバイス部門及び家庭電器部門の減益により、全体	
では前年同期比82％の1,259億円となりました。また、
親会社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期比
85％の1,023億円となりました。

　IoT・ビッグデータ・AI等で全ての人とモノがつな
がり、新たな価値を生み出す社会や、低炭素社会への

　三菱電機グループは、「企業理念」＊3及び「7つの
行動指針」＊4に基づき、CSR(Corporate	 Social	
Responsibility：企業の社会的責任)を企業経営の
基本と位置付け、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。	
持続的な成長を追求するにあたっては、「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。
　その中で、遅くとも2020年度までに「連結売上高
5兆円以上」「営業利益率8％以上」を達成すると	
ともに、継続的に達成すべき経営指標である
「ROE10％以上」「借入金比率15％以下」の達成にも
取り組んでまいります。

【 今日的な社会課題 】

環境問題 資源・エネルギー問題

■�経営理念

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。

「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』

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

【�目指すべき企業の姿�】

【 価値創出への取り組み 】

グローバルに製品・システム・サービスを提供

強い事業をより強く 技術シナジー・事業シナジー

企業理念

2018年度上半期の振り返りをお願いします。

社長としての経営に臨む基本的な考え方
について教えてください。

三菱電機グループの経営方針・目標
について教えてください。

変革を通して、新たな価値の創出を。

● 事業の継続的な新陳代謝
● 健全な財務体質維持
● 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

● 資本効率の向上
●  より強固な経営基盤の構築

成長性
● 強い事業の成長加速
●  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

更なる
企業価値
の向上 健全性収益性

効率性
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　「連結売上高5兆円以上」を2020年度までに達成する	
ため、これまでに行ってきた投資成果の最大化を図って	
まいります。具体的には、既存市場である欧米・中国に
加えて新興国市場であるインドやASEAN等への事業
拡大、電力システム・交通システム・ビルシステムに	
おけるアフターサービス事業強化、自動車機器・パワー
デバイスにおける車両電動化対応機器の拡大が挙げ
られます。
　「営業利益率8％以上」の達成に向けては、同様に
投資成果を最大化するとともに、低収益事業の改善に
向け、継続的なプロジェクト管理の強化や成長事業・	
分野へのリソースシフトを行ってまいります。加えて、
IoT活用による製造コストの改善、業務効率の向上を
進めてまいります。
　さらには、三菱電機グループが2020年度以降も	
成長を持続できるよう、各事業の更なる拡大を図ると	
ともに、ZEB（net	Zero	Energy	Building）・自動運転・	
スマート工場化等の取り組みを一層加速するなど、
三菱電機グループの強みを活かした価値創出、競争力
強化を図ってまいります。

　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。
　株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

　 「青空を模擬するライティング技術」を開発
　2018年9月、室内にて奥行き感のある青空と自然光を表現する
「青空を模擬するライティング技術」を開発しました。エッジライト
方式＊の薄型青空パネルと太陽光が差し込む様子を表現する	
フレームを組み合わせ、厚さ100mm以下の独自の照明構造を実現
しました。自然かつ開放感あふれる室内空間を提供し、オフィスや	
公共施設などの快適性向上に貢献いたします。
＊パネルの端面に配置したLEDの光をパネル内部で導光させる方式

　 三菱電機グループ「第9次環境計画」を策定
　2018年4月、2021年を目標年とした「環境ビジョン2021」の	
達成に向けて「第9次環境計画」を策定しました。温室効果ガス年間
排出量の抑制や水資源使用量の削減等、定量的な目標を定めて	
推進するとともに、「みつびしでんき野外教室」や「里山保全	
プロジェクト」を継続開催し、SDGsの17の目標のうち環境面で
特に関わりの深い6つの目標＊の達成に貢献してまいります。

　 事業競争力の強化に向けた設備投資を実施
　自動車機器を生産する姫路製作所広畑工場新棟（2018年	
5月）、通信機器・映像監視システムを生産するコミュニケーション・
ネットワーク製作所郡山工場新生産棟（同年10月）が稼働しました。	
また、受配電システム製作所「真空バルブ・遮断器新工場」において
本格生産を開始（同年8月）しました。
　今後も事業競争力の強化に向けて設備投資を実施してまいります。

　 ニース国際空港向け晴天時風観測用
　 「空港気象ドップラーライダー」を受注
　2018年7月、フランス気象局からニース・コート・ダジュール国際
空港向け晴天時風観測用「空港気象ドップラーライダー」を当社として	
欧州で初めて受注しました。従来測定できなかった晴天時の風速や
風向きをリアルタイムに測定し、航空機の離着陸時の乱気流による
事故防止に貢献します。
　今後は海外での事業
展 開を強 化し、気 象	
レーダー・ライダー事業の
2020年度売上高25億円	
を目指してまいります。
＊ウィンドシア：	風向風速の

急変

　 座右の銘について教えてください。

　 休日の過ごし方について教えてください。

　私の座右の銘は「人心一真」です。これは、中国の処世哲学書で	
ある菜

さいこんたん
根譚の一文の冒頭部分であり、ひとたび真心を込めれば、	

いかなる困難をも乗り越えることができることを意味し、仕事に
真心を込める大切さを教えてくれています。苦しい環境にあった時も
常に前向きに、この言葉を信じて取り組んできて乗り越えられたように	
感じています。
　今後は真心を込め、情熱を持って前向きに取り組んでいる次の
世代の成長の後押しをしていきたいと考えています。

　休日にはジム通いやスポーツ観戦のほか、ミュージカルや歌舞伎の鑑賞などを楽しんでいます。
　笑ったり驚いたりすることによる感情の起伏が刺激となり、仕事に向かうエネルギーがあふれてくる点が	
非常によいと思って続けています。

Spot Interview

トピックス

社 長 メ ッ セ ー ジ

　また、全ての企業活動を通じ、世界共通の目標で
あるSDGs＊5の17の目標にも貢献できると考えて
おり、特に、三菱電機グループが価値を創出でき、	
目指すべき姿とも合致する「目標7：エネルギーを	
みんなに	そしてクリーンに」「目標11：住み続けられる
まちづくりを」「目標13：気候変動に具体的な対策を」	
に重点的に取り組んでまいります。
＊3	「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。
＊4	「7つの行動指針」：
	 ●	「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。
	 ●	「品質」：最良の製品・サービス、最高の品質の提供を目指す。
	 ●	「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。
	 ●	「貢献」：グローバル企業として、地域、社会の発展に貢献する。
	 ●	「遵法」：全ての企業行動において規範を遵守する。
	 ●	「環境」：自然を尊び、環境の保全と向上に努める。
	 ●	「発展」：適正な利益を確保し、企業発展の基盤を構築する。
＊5	SDGs（Sustainable	Development	Goals＝持続可能な
開発目標）：2015年に国連総会で採択された、2030年に	
向けた人、地球及び繁栄のための行動計画

　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」及びこれらを支える「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。

広畑工場新棟青空を模擬するライティング技術の試作品

みつびしでんき野外教室

適用イメージ（天井照明） 真空バルブ・遮断器新工場

郡山工場新生産棟

■�もう一段高いレベルの成長
�－�2020 年度以降の成長持続に向けて－�

空港気象ドップラーライダー
“晴天時（無降雨時）”に
ウィンドシア＊を掲出

空港気象ドップラーレーダー
“降雨時”にウィンドシアを掲出

成長目標の達成に向けた取り組み
について教えてください。

最後に株主の皆さまへメッセージを
お願いします。

＊環境面で特に関わりの深いSDGsの
　6つの目標
	 ●	目標6：	 安全な水とトイレを世界中に
	 ●	目標7：	 エネルギーをみんなに
	 	 	 そしてクリーンに
	 ●	目標12：	つくる責任	つかう責任
	 ●	目標13：	気候変動に具体的な対策を
	 ●	目標14：	海の豊かさを守ろう
	 ●	目標15：	陸の豊かさも守ろう

グローバルな社会インフラ構築への貢献を通じた宇宙システム事業の拡大

高効率機器群供給による自動車機器事業のグローバル市場での拡大

e-F@ctory の進化による FA システム事業の拡大

低損失 SiC 搭載デバイスを核としたパワーデバイス事業の拡大

循環型ビジネスの強化による空調冷熱システム事業の拡大

昇降機のグローバル機種共通化によるビルシステム事業の強化

鉄道エネルギー全体の最適化による交通システム事業の強化

電力システム改革や安定供給ニーズを捉えた電力システム事業の強化

情報通信システム グローバルな社会インフラ構築への貢献を通じた宇宙システム事業の拡大

高効率機器群供給による自動車機器事業のグローバル市場での拡大

e-F@ctory の進化による FAシステム事業の拡大

高性能・低損失 Si/SiC デバイス搭載を核としたパワーデバ
イス事業の拡大

循環型ビジネスの強化による空調
冷熱シ

ステム
事業の拡大

2020

2025

昇降機のグローバル機種共通化によるビル
システ

ム事業
の強化

鉄道エネルギー全体の最適化による交通
システ

ム事業
の強化

電力システム改革や安定供給ニーズを捉えた電力
システ

ム事業
の強化ZEB / ZEH / VPP

高電圧パワエレシステム群（鉄道用 SiC 適用 インバーター装置等）

電気自動車向け 電動パワートレイン（最新世代　Si/SiC）　

自動運転   関連システム

e-F@ctory（スマート工場化）

家庭電器

重電システム

電子デバイス

産業メカトロニクス

共
通
技
術
と
し
て
展
開

当社グループの強みを活かした価値創出、
競争力強化の追求

ZEB	：net	Zero	Energy	Building	
ZEH	：net	Zero	Energy	House	
VPP	：Virtual	Power	Plant					
Si：	Silicon
SiC：	Silicon	Carbide
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