
60% 80% 60%50% 1.5mm 0.3mm
以下

4.0mm23.3mm

売上高

8,791億円

営業利益792億円
（2018年3月期）

機械加工品事業

電子機器事業

売上高　4,515億円

売上構成比　51%

【主要製品】　売上構成比

モーター　21% ■

エレクトロデバイス　26% ■

センシングデバイス　4％ ■

ミツミ事業

売上高　2,506億円

売上構成比　29%

【主要製品】

カメラアクチュエータ、高周波部品、半導体

機構部品、コネクタ、スイッチ　など 売上高　1,764億円

売上構成比　20%

【主要製品】　売上構成比

■ ボールベアリング　12%

■ ロッドエンド・ファスナー　4%

■ ピボットアッセンブリー　4％

* その他の事業 7 億円については記載を省略しています。

外径 直径 面積 厚さ

ベアリングは動く機械には欠かせない「産業の米」と称されるほど重要な製品です。 

ミネベアミツミは、中でも小型サイズに特化し、

外径22㎜以下のミニチュア・小径ボールベアリングにおいて、世界で60％のトップシェアを誇ります。

さらに、ベアリングで培った超精密機械加工技術、大量生産技術をさまざまな分野に応用し、 

世界市場で超高品質製品を生み出し、オンリーワンのものづくりを実現しています。

超精密機械加工技術を活かしたベアリングは、摩擦や抵抗を減らして機械の高効率・高寿命化を実現し、

省エネルギーに貢献しています。

世界シェアNo.1  

ミニチュア・小径
ボールベアリング

航空機用
ロッドエンドベアリング

HDD（ハードディスクドライブ）用
ピボットアッセンブリー

リチウムイオン電池
保護 IC（1セル）

これがミネベアミツミ―当社グループの経済価値
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外径 直径 面積 厚さ

2018年3月期の業績は売上高、営業利益、経常利益、
純利益のすべてにおいて過去最高となりました。

世界最小  世界最薄  

ミニチュア・小径
ボールベアリング

世界最小クラス
ステッピングモーター

タクティールスイッチ 液晶用 LEDバックライト用
導光板

経済価値の創造省エネルギー
製品の供給

超精密機械
加工技術 超高品質

常識を超えた「違い」で
オンリーワンのものづくりを実現する
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ベッドセンサーシステム

モノとモノ、ヒトとヒトとがつながるIoT 時代。ミネベアミツミは、事業ポートフォリオ中の要素技術をリコンビネーションすることで、

融合／相合し、超精密技術とセンサー、コネクティビティなどの先端技術を組み合わせ、スマートシティ、ヘルスケアなど新た

な市場に参入。 機械・電子技術と制御技術を融合した、機電一体の「エレクトロ メカニクス ソリューションズ ®」 プロバイダー

として省エネルギー化、高齢化社会の労働負担低減などの社会課題解決に貢献します。

少子高齢化による人手不足の中、高精度荷重センサー、ソフトウェア、ワイヤレスを組み合わせ、
ベッド脚に設置するだけで、１つのシステムによってベッド上の人の位置・体動・参考体重などのバイタル情報を取得。
利用者の快適・安全、ご家族の安心、介護従事者の負担軽減を実現します。

高効率 LED 道路灯とワイヤレスネットワーク、センサーを組み合わせ、最先端のスマートシティソリューションを提供。
カンボジアをはじめ、世界各地の都市で省エネルギー化、インフラ整備に貢献しています。

*スマートメーターとそのア
プリケーションはEDMI / 
Osaki Electric Co.Ltd. 
との共同開発です。

*Paradox Engineering はミネベアミツミの
グループカンパニーです。

スマートシティソリューション

幅広い先端技術とIoTの融合で
「社会課題」の解決に貢献

人体の微細な活動まで
感知可能

業界トップクラスの荷重センサー
の精度向上をさらに追求

非接触・非侵襲*で
体動、参考体重などの

バイタル情報取得

独自でアルゴリズム
を開発

みまもりベッド
センサーシステムを開発

ワイヤレス技術とソフトウェア技術
を組み合わせ、PC・タブレット

でモニタリング可能

最先端のスマート
シティソリューション

みまもり
ベッドセンサー

システム

省エネルギー化
インフラ整備に貢献

高齢化社会において
介護負担を軽減し、利用者・

家族に安全・安心を提供
ワイヤレスネットワーク ソフトウェア技術

各種センサー ワイヤレス技術

高効率 LED 道路灯 高精度荷重センサー

システムを拡張し、
さまざまな都市機能を

モニタリング

各種環境センサーや、パーキング
センサー、電力計などさまざま

な機能を組み合わせ
可能です。

90％*の省エネ
（コスト・電力削減）を実現 

LED道路灯と無線ネットワークを
組み合わせて光量を調整

*当社調べ。水銀灯との比較

スマートメーター*

LED 道路灯

ネットワーク/デバイスマネージメントコンソール
（集中管理） ミネベアミツミ/Paradox Engineering*

ネットワーク /デバイスの統合

パーキングセンサー
CCTV / ホットスポット

これもミネベアミツミ―事業を通じた環境・社会価値

*苦痛を伴わないこと

要素技術や
製品の

リコンビネーション

最先端の
IoT技術による

進化
環境・社会価値の創造
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超精密機械加工技術を中核に
常識を超えた「違い」で新しい価値を創造し、
持続的に成長します

代表取締役会長兼社長執行役員
（Representative Director, CEO & COO）

　2017年1月27日、ミネベア株式会社は、ミツミ電機株式
会社の株主に対し、当社株式を1：0.59の比率で割り当て、
ミツミ電機株式会社を当社の完全子会社化することにより
両社の経営統合を行い、ミネベア株式会社の名称をミネ
ベアミツミ株式会社に変更して新たなスタートを切りました。
　新生ミネベアミツミ株式会社では、ベアリングに代表さ
れる超精密機械加工技術から、モーター、センサーや、
半導体、無線技術に至るまで、幅広い技術を組み合わせ、
常識を超えた「違い」で新しい価値をつくり、オンリーワ
ンのものづくりを実現します。また、自動運転やロボティク
スなどの次世代技術、最先端医療、スマートシティやイン
ダストリー4.0に代表されるようなすべてのモノとモノがつな
がるIoT 社会に貢献するソリューションの開発を加速させ、
中期事業計画である売上高１兆円・営業利益1,000億円
の達成も眼前に迫っています。
　事業規模拡大とともに当社のESGの取り組みなどに対
する説明責任も高まっていることから、新たに「統合報告
書2018」を発行いたします。「アニュアルレポート」でこれ
まで伝えてきた財務・戦略情報に加え、当社グループの価
値創造の源泉や持続的な成長のためのアプローチなど、よ
り中長期的な視点における当社グループの考え方を「価値
創造ストーリー」としてまとめ、それに紐づく重要な非財
務情報についても掲載しています。
　当報告書が株主・投資家をはじめとするステークホルダ
ーの皆様にとって、当社グループの考え方をご理解いただ
く一助となれば幸いです。
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