
第2四半期累計期間決算ハイライト

社 長 メ ッ セ ー ジ

　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、2019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2019」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

変革を通して、新たな価値の創出を。

■�経営戦略

■�もう一段高いレベルの成長
�－�成長持続に向けて－�

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

社会課題

企業理念

価値創出への
取り組み

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

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。

1 0 0年培った経営基盤の強化×あらゆる連携の強化=技術・事業シナジー進化

*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

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する。《経営戦略》

インフラ

モビリティ

インダストリー

ライフ

労働力不足への対策
etc.

水不足･食料不足の回避

貧困･格差の解消
人為的脅威への備え

インフラ老朽化対策

健康快適なくらし交通事故ゼロ 快適な移動

きれいな水

渋滞解消

余暇の充実

産業と技術革新

生態系の保全大気汚染の低減

資源の偏在･枯渇への対応

持続可能な社会

自然災害への備え

教育･人材育成の機会均等
地球温暖化対策
まちづくり

地域間格差の解消
交通弱者のQOL向上

　2019年度上半期（4月～9月）の景気は、中国では足元で	
成長が鈍化し、企業部門をみると輸出や固定資産投資が減速
しました。米国では堅調な個人消費を中心に拡大が続いた	
ものの、設備投資など企業部門が減速しました。また、日本では
生産や輸出の減少、欧州でも生産の減少がみられるなど、	
日欧の回復基調はより緩やかになりました。
　このような経営環境下において、三菱電機グループの
2019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、情報通信システム部門、電子デバイス部門及び家庭	
電器部門の増収により、全体では前年同期比101％の2兆
1,825億円となりました。連結営業利益は、産業メカトロ	
ニクス部門及び電子デバイス部門の減益などにより、全体では
前年同期比91％の1,142億円となりました。親会社株主に
帰属する四半期純利益は、前年同期比89％の912億円と	
なりました。

　三菱電機グループは、「企業理念」及び「7つの行動指針」＊1に
基づき、CSR（Corporate	 Social	 Responsibility）を企業経営

　さらに、強固な経営体質の構築のため、資本コストを意識	
した経営を進めるとともに、コーポレート・ガバナンス、コンプライ	
アンスの強化にもグループ全体で継続して取り組んでまいり
ます。

　三菱電機グループは、質のよい成長の実現に向けて、技術
シナジー・事業シナジーの発揮拡大と、2020年度以降の成長
持続に向けた投資（研究開発、設備投資、協業・M＆A等）に	
取り組んでまいります。
　広範にわたる強い技術資産の最適な組み合わせによる	
「技術シナジー」や、多岐にわたる事業群の連携による「事業
シナジー」の進化にあたっては、全ての現場における業務の改善・
変革により経営基盤を継続的に強化するとともに、研究開発
から販売・サービスまでグループ内外のあらゆる連携を強化
してまいります。加えて、事業環境変化を捉えているか、課題や
ニーズに十分に対応できているか、強みを最大限に活かせて

いるか等の観点から、事業モデルを常に点検するとともに、
よりよい姿に向けて見直しと変革を進め、顧客満足と	
競争優位性の向上を追求してまいります。
　成長持続に向けた投資にあたっては、多様化する社会課題
の解決に向け、バランスのよい事業ポートフォリオの構築と
投資効率の向上を図りつつ、経営基盤及びグループ内外の	
連携の強化に資するべく、戦略的に推進してまいります。

　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。

の基本と位置づけ、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の信頼と満足を
得るとともに、質のよい成長の実現を目指しています。
　環境問題や資源・エネルギー問題をはじめ多様化する社会
課題の解決に向け、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）の強化に加え事業モデルの変革
により、暮らしを表わすライフ、生活に必要なものを生みだす
インダストリー、社会を支えるインフラ、これらを繋ぐモビリ
ティという、多くの課題を包含する4つの領域において、	
グループ内外の力を結集して製品・システム・サービスを組み
合わせた統合ソリューションの提供に取り組んでまいります。
　また、「持続可能性と安心・安全・快適性の両立」をはじめと
する価値創出を推進し、全ての企業活動を通じて持続的な	
成長を追求することにより、世界共通の目標であるSDGs＊2の
17の目標達成にも貢献できると考えています。中でも、総合	
電機メーカーとしての強みを発揮できる「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」については、
技術シナジー・事業シナジー等を通じて価値を創出し、重点的に
取り組んでまいります。
　価値創出の推進にあたっては、「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」を堅持し、更なる
企業価値の向上に努めます。

2019年度上半期の振り返り

おわりに

三菱電機グループの経営戦略

質のよい成長の実現に向けて

＊1	 各予想値は、2019年10月31日に公表したものです。
＊2	 2019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。
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売上高
■第2四半期累計	■通期	 （億円）

営業利益
■第2四半期累計	■通期	 （億円）

親会社株主に帰属する当期純利益
■第2四半期累計	■通期	 （億円）

1株当たり配当金
■中間配当金	■期末配当金	 （円）

＊1	「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。	 ⃝	「遵法」：全ての企業行動において規範を遵守する。
	 ⃝	「品質」：最良の製品・サービス、最高の品質の提供を目指す。	 ⃝	「環境」：自然を尊び、環境の保全と向上に努める。
	 ⃝	「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。	 ⃝	「発展」：適正な利益を確保し、企業発展の基盤を構築する。
	 ⃝	「貢献」：グローバル企業として、地域、社会の発展に貢献する。	 	
＊2	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」
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