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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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執行役社長

President	&	CEO Takeshi	 Sugiyama

社 長 メ ッ セ ー ジ

■�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

三菱電機株式会社 株主通信2018 三菱電機株式会社 株主通信20181 2



　「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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デザイン研究所のデザイナーが、携わった仕事とデザインする上で大切にしていることを紹介します。

特集 三菱電機のデザインの取り組み

　私は一般の方にはなじみのない火力発電所用大型タービン発電機を	
デザインしたのですが、ユーザー視点で考えるという点は家電と同じだと
思います。運びやすさ、組み立てやすさ、点検のしやすさなど、タービン発電機に
求められることを突き詰めた結果、シンプルな形や構造がベストという考えに
至りました。威圧感が軽減され、そこで働く人たちが気持ちよく働ける、設置	
空間に馴染むやさしいデザインを実現できました。
　ユーザーの期待以上のものを創るためには、何気ない表情なども観察し、
本質的な欲求が何かを突き詰めることが大切と考えています。

　掃除機を出す手間への不満を解消するため、部屋に出しておけてすぐ使える
新しいスタイルのコードレススティッククリーナーをデザインしました。一見	
クリーナーに見えないというコンセプトを考え、リビングや寝室など様々な
住空間に似合うシンプルなデザインを実現しました。さっとスタンドから	
持ち上げるだけでお掃除が始められるよう、使いやすさにも配慮しています。
このコンセプトは新製品の「iNSTICK	ZUBAQ」にも活かされています。
　今後もユーザーの無意識な行動やコメントを大切にし、「これが欲しかった！」	
と思ってもらえる製品づくりを心がけていきます。

— 生活の中の隠れた不満を見つけ、新しいスタイルを提案 —
三菱コードレススティッククリーナー「iNSTICK」 （四津谷）

　ユーザーインターフェースをデザインする上でも、使用環境や
ユーザーの心理状態を考慮してデザインすることが重要です。	
私が担当した次世代の運転支援技術搭載の「EMIRAI4」でも、ドライバー
の不安や不満を先進技術とデザインで解決することに挑戦しました。	
例えば、濃霧などで視認しづらい道路の車線をディスプレイに表示
させる機能では、安全性に配慮し、見やすく分かりやすいデザインと
しました。
　アイデアを考える際はユーザーの表情をイメージできるかどうかを
指標にするなど、ユーザーの感じ方を常に意識しています。

— 使用環境やユーザーの心理状態を考慮したデザイン —
コンセプトカー「EMIRAI4」 （橋本）

　三菱電機は、ユーザーの笑顔や幸福につながると信じて、社会生活や技術進歩から、未来社会への変化の兆しを敏感に感じ取り、
美しいモノとワクワクするコトとの新しい関係をデザインすることで、人々がまだ気が付いていない新しい価値を創出していきます。

今後の展開

「デザインの行き先は、人。」 これは三菱電機デザインのDNAです。
美しさを追求するとともに、ユーザーの気持ちを的確にとらえ、人々が「あったらいいな、欲しいな」と思うものを

創造し続けていくために、幅広い領域で魅力的なデザインの創出に取り組んでいます。

産業システムデザイン部

橋本 孝康
産業システムデザイン部

坂田 礼子
ホームシステムデザイン部

四津谷 瞳
ソリューションデザイン部

山田 亘

そ の 他 の 取 り 組 み

　インテリアと調和する上質なデザイン
と快適性・省エネ性を両立したエアコン
です。フラットでスクエアなフォルムや、	
角度によって表情が変わる深みのある	
表面仕上げなど、素材や形状を細部まで	
こだわりデザインしました。

三菱ルームエアコン
「霧ケ峰�FLシリーズ」

　豊かな未来社会に向けアイデアを
創出するプロジェクト。参加する	
デザイナーは、三菱電機の既存事業に
縛られることなく、自由な発想で未来の	
社会や生活を豊かにする新コンセプトを	
研究しています。

社内デザインプロジェクト
「Design�X」

　使いやすさ、気持ちよさを科学的に分析
するため、自動車、電車、キッチン等、評価
スタジオにユーザーの利用環境を再現	
しています。高齢者や障がい者の方と
いった様々なユーザーに製品や試作品を
使用してもらい、課題を抽出しています。

ユーザビリティ評価

　私もユーザーから意見をもらい、その立場や気持ちを知ることが
大切であると考えています。私は灯具やプロジェクターを用いて	
アニメーション図形を投射し、目線の低い子供や車椅子ユーザーでも
気が付きやすい案内サインを研究しています。これは社内デザイン	
プロジェクト「Design	X」に提案したテーマで、研究初期の段階から
実証実験を繰り返し、車椅子ユーザーからも意見をもらうことで、	
完成度を高めました。
　こうした開発プロセスは、「コンセプトを形にする」というデザイナー	
の仕事ならではだと思います。

— コンセプトを形にすることが、開発の第一歩 —
「アニメーションライティング誘導システム」コンセプト （坂田）

— 製品に関わる人々にとって何が「必要な機能」かを考えたデザイン —
高効率タービン発電機「VP-Xシリーズ」 （山田）
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■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

5,254 5,571

12,279 12,530

5,237

12,646

5,686

■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

91 106

443

654

37

503

155

■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

6,176 7,037

13,101
14,449

6,615

13,219

7,303

■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

621
963

1,873

1,400

839

1,591

779

■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

38 32

127 113

-38

149

25

■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

1,982 1,912

4,3814,477

2,240

5,611

1,868

■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

17

83 72

141
168
163

12

■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

865 995

1,865 2,022

1,232

2,115

1,018

1,868億円

前年同期比	98％ 前年同期比	7億円減

25億円 1,018億円

前年同期比	102％ 前年同期比	59億円減

12億円5,686億円

前年同期比	102％ 前年同期比	49億円増

155億円 7,303億円

前年同期比	104％ 前年同期比	183億円減

779億円

■ 三菱モービルマッピングシステム＊「MMS-G」
　自動運転に用いる3次元地図作成やインフラ管理などで活用される
高精度3次元移動計測装置である三菱モービルマッピングシステムの
新製品。軽量・コンパクトで輸送や着脱が容易となり、現場に即時対応
できる、フレキシブルな計測運用を可能とすることで、国内だけでなく
海外市場への展開を加速。

＊	GPSアンテナ・レーザースキャナー・	
カメラなどの機器を車両に搭載し、	
走りながら道路や周辺の建物など
の3次元位置情報を高精度に収集
する装置

■ 第5世代移動通信システム基地局向け
  「25Gbps＊1 EML＊2 CAN＊3」
第5世代（5G）移動通信システム基地局ネットワークの光ファイバー	

通信に使用される光通信用デバイス。TO-CANパッケージとして	
伝送速度25Gbpsを実現し、消費電力を約40%低減して移動通信	
システムの高速大容量化・低消費電力化に貢献。さらに、同パッケージ
採用により光トランシーバーなどの組み立てが容易となり、お客さまの
生産性の向上に寄与。

＊1	 25Gbps(Giga-bits	per	
	 	second)：1秒間に250億個

のデジタル符号を伝送できる
通信レート単位

＊2	 EML（Electro-absorption	
Modulator	 Laser）：電界	
吸収型光変調器を集積した
半導体レーザー

＊3	 CAN(TO-CAN)：光通信用
デバイスで広く用いられて
いる生産性（量産性）に優れる
パッケージ

通信システム事業
通信インフラ機器の需要減少などにより、受注・売上とも

前年同期を下回りました。
情報システム・サービス事業
システムインテグレーション事業の案件変動などにより、

受注・売上とも前年同期を下回りました。
電子システム事業
防衛システム事業の大口案件の増加などにより、受注は

前年同期を上回りましたが、売上は前年同期並みとなり	
ました。

■ 三菱標準形エレベーター「AXIEZ（アクシーズ）」
　標準形エレベーター「AXIEZ」に「4カ国語ガイド＊1」「カラーユニバー
サルデザイン＊2」等の仕様を拡充した新モデル。より上質な“おもてなし”
を実現し、外国人や高齢者の方の安心・安全で快適な利用に貢献。

■ 「阪神甲子園球場」向け大型映像装置
阪神電気鉄道株式会社	

から、「阪神甲子園球場」	
（兵庫県西宮市）のメイン	
ビジョン向けに、大型映像
装置「オーロラビジョン」	
を受注。1面化した大型	
スクリーンに更新することで、
より鮮明で迫力のある映像
を表示するとともに、複数
の表示装置の連動による	
多彩な演出を実現。

社会インフラ事業
受注は国内の交通事業、売上は国内の電力事業の増加

などにより、受注・売上ともに前年同期を上回りました。
ビルシステム事業
国内・中国の新設事業が減少しましたが、国内リニューアル	

事業及び韓国・インドなどでの新設事業が堅調に推移した
ことにより、受注・売上ともに前年同期並みとなりました。

■ 48V ハイブリッド車	*1向け ISG	*2システム
　欧州や中国市場を中心に普及が見込まれている48V	ハイブリッド車
向けに、エンジン出力軸直結型のISGシステムを開発し、業界で初めて＊3
量産化に成功。エンジンのアイドリングストップ・スタートや車両減速時
のエネルギー回生、加速時のトルクアシストなどにより、エンジンの
高出力化と燃費改善を実現し、自動車のCO2排出量削減に貢献。

＊1	 48V電源規格に対応したハイブリッド車。	
従来の12Vの車両電源に対して、モーター	
の高出力化と発電量向上が可能となり
燃費改善と快適性向上に寄与

＊2	 ISG（Integrated	Starter	Generator)：	
スターター兼ジェネレーター。モーターと	
モーターを制御するインバーターで構成

＊3	 2017年10月26日現在。48Vのエンジン	
出力軸直結型ISGシステムとして（当社調べ）

■ 表面実装＊1パッケージ型IPM＊2「MISOP＊3」シリーズ
家庭用エアコンのファンモーターや小型モーターなどのインバーター	

システムへ実装が容易な表面実装パッケージ型IPM。端子配置の	
最適化や各種IC・保護機能の搭載により、インバーターシステムの	
小型化・設計簡略化、設計自由度の向上にも貢献。
＊1	 基板の表面に電子部品を直接	

はんだ付けする実装方法
＊2	 IPM：Intelligent	 Power	

Module
＊3	 M I S O P：M i t s u b i s h i	

Electric	 Intelligent	Small	
Outline	Power	Module

■ 三菱電機産業用PC「MELIPCシリーズ」
FA分野での制御用途やエッジコンピューティング用途向けの	

産業用PC。フラッグシップモデルのMI5000では、１台で生産情報の
収集・分析・診断と装置のリアルタイム制御を実現し、IoTシステムの
構築コストの削減と省スペース化に貢献。FAとITを協調させる	
オープンなソフトウェアプラットフォーム「Edgecross」に対応。

FAシステム事業
国内の工作機械や半導体関連装置等のメーカーによる

輸出向け需要が堅調に推移しましたが、海外の有機ELや
スマートフォン関連の設備投資が一服したことから、受注
は前年同期を下回り、売上は前年同期並みとなりました。
自動車機器事業
国内・アジア・欧州向けの増加に加え、グローバルで	

市場が拡大している車両電動化関連製品の販売増加など
により、受注・売上とも前年同期を上回りました。

電子デバイス事業
通信用光デバイスの需要減少がありましたが、自動車用・	

電鉄用パワー半導体の需要増加などにより、受注・売上とも
前年同期を上回りました。

■ IoTシステム対応　通信ゲートウェイ「smartstar」
簡単かつ安全に、様々な端末機器と

クラウドとの接続を可能とする	
IoTシステム対応の通信ゲートウェイ。	
来るべきIoT時代に向け、機器を最適
かつセキュアにつなぐ通信技術の	
重要性が高まる中、多彩な通信	
インターフェース、IoTに適した	
セキュリティ機能の搭載により、	
お客さまのIoTソリューション構築に貢献。

電子デバイス
上半期の概況上半期の概況上半期の概況

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益
上半期の概況

重電システム
売上高構成比

23.0％ 情報通信システム
売上高構成比

7.6％産業メカトロニクス
売上高構成比

29.5％
売上高構成比

4.1％

更新後イメージ

＊1	 平時：日本語・英語の2カ国語、非常時：日本語・	
英語・中国語・韓国語の4カ国語

＊2	 NPO法人カラーユニバーサルデザイン機構
（CUDO）の提唱する色覚の多様性に対応	
する色のデザイン

米国会計基準 IFRS 米国会計基準 IFRS米国会計基準 IFRS 米国会計基準 IFRS米国会計基準 IFRS 米国会計基準 IFRS米国会計基準 IFRS 米国会計基準 IFRS

部 門 別 概 況
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■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

73

236

93 96

232 240

103

■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

3,367 3,107

7,136 6,590

3,384

7,077

3,278

■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

486
394

696
554

331

638

336

■第2四半期累計　■通期 （億円）

2018（年度）201720162015

5,193 5,392

10,044 10,493

5,111

9,820

5,571

家庭電器

家庭電器事業
欧州・国内・北米向け空調機器の増加により、売上は前年

同期を上回りました。

　資材調達の関係会社での増加などにより、売上は前年	
同期を上回りました。

■ 三菱コードレススティッククリーナー
  「iNSTICK ZUBAQ（ズバキュー）」
日本の住環境・ライフスタイルに寄り添った新しい

掃除のスタイルを提案するコードレススティック	
クリーナー。ワンモーションで取り出しからハンディ
クリーナーへの交換までを可能とする画期的な操作性、
フローリングからカーペットまでしっかり掃除できる
高い吸引力、掃除機をしまわず置いておける独自の	
スタンド型デザインにより、お手軽な掃除を実現。

■ 三菱録画テレビ「REAL 4K RA1000シリーズ」
新4K衛星放送（BS/110度CS）に対応したチューナー内蔵に	

より、新4K衛星放送の視聴・録画が可能。画質・音質の追求はもちろんの
こと、「録る」「見る」「残す」「聴く」「使う」といった、生活家電としての	
機能や使いやすさも重視し、ユーザーに寄り添った新しい4Kライフを
提案。

■ 三菱ルームエアコン「霧ケ峰 FZシリーズ」
AI技術を搭載した赤外線センサー「ムーブアイmirA.I.」が、少し先の

体感温度変化の予測に加え、湿度の変化も考慮し、最適な運転モードや
気流に自動で切り替える世界初＊の「おまかせA.I.自動」機能を搭載。	
高い省エネ性に加え、多様化したライフスタイルに応じた快適性を実現。
＊	 2018	年11	月1	日現在。家庭用エアコンにおいて（当社調べ）。部屋の中を360°
センシングして、少し先の温度と湿度の変化を予測し、運転モードと気流を自動
で切り替える技術

その他
売上高構成比

22.5％
売上高構成比

13.3％

上半期の概況 上半期の概況
売上高 営業利益 売上高 営業利益

■ 三菱電機店舗・事務所用パッケージエアコン
  「Mr.Slim」
輻射温度センサー「人感ムーブアイ360」と連動して上下左右に	

気流制御する新機能「ぐるっとスマート気流＊」により、温度ムラの	
解消や不快な風当たりを
軽減。お部屋中360°快適
を実現。
＊	 4方向天井カセット形で
ムーブアイセンサー	
パネルと左右ルーバー	
ユニットの取り付けが
必要

5,571億円

前年同期比	103％ 前年同期比	57億円減

336億円 3,278億円

前年同期比	105％ 前年同期比	6億円増

103億円

米国会計基準 IFRS 米国会計基準 IFRS米国会計基準 IFRS 米国会計基準 IFRS

部 門 別 概 況

社 名 三菱電機株式会社

所 在 地
〒100-8310　
東京都千代田区丸の内二丁目7番3号
東京ビル

設 立 1921年1月15日
資 本 金 175,820百万円

会社概要

■�執行役

発行可能株式総数 8,000,000,000 株
発行済株式総数 2,147,201,551 株
株 主 数 129,450 名
所有者別分布状況

株式情報

代 表 執 行 役
執 行 役 社 長 杉　山　武　史
代 表 執 行 役
執行役副社長 大　橋　　　豊 輸出管理、インフォメーション

システム事業担当
代 表 執 行 役
専 務 執 行 役 大　隈　信　幸 経営企画、関係会社担当

専 務 執 行 役 井　口　　　功 自動車機器事業担当

坂　本　　　隆 資材担当

伊　藤　泰　之 ビルシステム事業担当

漆　間　　　啓 社会システム事業担当

常 務 執 行 役 眞　田　　　享 半導体・デバイス事業担当

西　村　隆　司 通信システム事業担当

加　藤　　　恒 産業政策渉外、輸出管理、
知的財産渉外、知的財産担当

岡　村　将　光 電子システム事業担当

藤　田　正　弘 IT、開発担当

松　下　　　聡 国際担当

大　西　　　寛 生産システム担当

宮　田　芳　和 FAシステム事業担当

松　本　　　匡 リビング・デジタルメディア
事業担当

永　澤　　　淳 宣伝、国内営業担当

原　田　真　治 総務、人事、広報担当

⽪籠⽯　　　⻫ 経理、財務担当

室　園　孝　和 監査、
法務・コンプライアンス担当

織　⼾　浩　一 電力・産業システム事業担当

取 締 役 柵　山　正　樹 取締役会長
杉　山　武　史
大　隈　信　幸
松　山　彰　宏 監査委員長
佐　川　雅　彦 監査委員
原　田　真　治 指名委員、報酬委員長
⽪籠⽯　　　⻫ 報酬委員

社 外 取 締 役 薮　中　三十二 指名委員、報酬委員
大　林　　　宏 指名委員長、監査委員
渡　邉　和　紀 監査委員、報酬委員
永　易　克　典 指名委員、監査委員
小　出　寛　子 指名委員、報酬委員

■�取締役

役員

個人・その他
13.3％

金融商品
取引業者
2.2％

その他の
法人
5.9％

外国法人等
37.8％

金融機関
40.8％

大株主の状況（上位10名）

株　主　名
当社への出資状況
持株数 持株比率

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 151,386千株 7.1％

SSBTC	CLIENT	OMNIBUS	
ACCOUNT 116,248千株 5.4％

日本トラスティ･サービス信託銀行
株式会社(信託口) 112,184千株 5.2％

明治安田生命保険相互会社 81,862千株 3.8％

日本生命保険相互会社 61,639千株 2.9％

JP	MORGAN	CHASE	BANK	
385632 45,320千株 2.1％

三菱電機グループ社員持株会 41,121千株 1.9％

日本トラスティ･サービス信託銀行
株式会社(信託口５) 38,979千株 1.8％

BNYM	TREATY	DTT	15 36,286千株 1.7％

日本トラスティ･サービス信託銀行
株式会社(信託口4) 36,004千株 1.7％

(注)	 持株比率は自己株式(424,985株)を控除して計算しております。

（2018年9月30日現在）
会 社 情 報
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株式事務のご案内�
事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会議決権行使株主確定日 3月31日
定時株主総会開催時期 6月下旬
剰余金の配当支払株主確定日 期末配当金：3月31日

中間配当金：9月30日

公告掲載ウェブサイト
http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ir/library/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を
することができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。

■			配当金は、定款の規定により、支払開始の日から満3年
を経過いたしますと、お支払いできなくなりますので、
お早めにお受け取りください。

■	支払開始の日から満3年を経過していない未受領の
配当金については、株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)
にてお支払いいたします。

■	2018年度の中間配当金につきましては、1株当たり14円
	（税込み）お支払いすることといたします。「配当金領収証」
	 にてお受取りの株主さまは、2019年1月11日(金)までに
ゆうちょ銀行でお受取りください。

■	原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)
で承りますので、口座を開設されている証券会社等に
お問い合わせください。

配当金のお支払いについて� 住所・氏名の変更、配当金の受領方法の指定・変更、
単元未満株式の買取り・買増し請求等の手続きのご案内

�ご注意　特別口座をご利用の株主さまへ
■	特別口座に記録されている株式を株式市場で売却したり、特別
	 口座を通じて株式市場にて株式を購入することはできません。
■		 	特別口座に株式をお持ちの株主さまがお取引をされる場合には、
あらかじめ一般口座への振替が必要になります。

■		特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
特別口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。

東京都府中市日鋼町1-1
電話			0120-232-711(フリーダイヤル)

連
絡
先
〒137-8081	
新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社	証券代行部

郵
送
先

株主名簿管理人・特別口座管理機関

三菱UFJ信託銀行株式会社

�ご注意　特別口座をご利用の株主さまへ
■	特別口座に記録されている株式を株式市場で売却したり、特別
	 口座を通じて株式市場にて株式を購入することはできません。
■		 	特別口座に株式をお持ちの株主さまがお取引をされる場合には、
あらかじめ一般口座への振替が必要になります。

■		特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、
特別口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問い合わせください。

http://www.MitsubishiElectric.co.jp/ir/

投資家情報サイトのご案内
最新の決算情報など、経営に関する様々な情報
を随時掲載していますので、ぜひご覧ください。

検 索三菱電機　投資家情報

最新のニュースリリースやホームページの更新情報など
をお届けいたします。
当社投資家情報サイトからご登録いただけますので、	
ぜひご利用ください。
投資家情報サイト▶便利機能▶IR情報メール配信

IR情報メール配信のご案内

株 主 メ モ

2F「METoA	VISION」ではバーチャルな
水族館で水の技術を体験

「オゾナイザー」でオゾンを発生させ
水をキレイにする疑似体験

METoA	Ginza
住所：東京都中央区銀座5-2-1［東急プラザ銀座］内

　東京・銀座の三菱電機イベントスクエア「METoA	Ginza（メトアギンザ）」では、
2018年12月12日まで、「Water	Journey	in	Ginza	-	水の循環でつながる世界」を
開催中です。限りある水資源について学びながら、水の循環に貢献する三菱電機の
技術や取り組みをご紹介しています。また、12月20日より三菱電機のデザイン	
部門がプロデュースする「あたりまえの『ウラガワ』展」を開催予定です。
　お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください。

三菱電機イベントスクエア「METoA Ginza」のご案内


