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　年間トピックス

４月 10 月５月 11 月６月 12 月７月 １月

2022
８月 ２月９月

2021
３月

４月 11 月

６月 11 月

５月 11 月

６月 ２月

米国ニューヨーク州で
実証実験を開始

業界初※１「小型ＧａＮ
モジュール」を開発

暖房強化エアコン「ゴク暖
ノクリア」ＺＮシリーズを発売

マトリックスコンバーター関連
技術を WIPO GREEN に登録

身に着ける冷却加熱装置
「Cómodo gear i2」の提供開始

救急車搭載用「エアロ
シールド」を開発

簡易消防指令システム
「グランキャスト ライト」発売

オーストラリアで「TRUSTED 
BRAND」を４年連続受賞

　ニューヨーク州エネルギー開発研究機構（NYSERDA）

が主催の「Next Generation HVAC Innovation Challenges」

に参画。州内の公共施設などに当社製 ＶＲＦ（ビル用

マルチエアコン）を活用した空調システムを設置して、

ヒートポンプ技術の省エネ性を実証する実験を開始。

　身に着けることで体を効率的に冷却および加熱する

ウェアラブル装置の新モデル「Cómodo gear i2（コモド

ギア アイツー）」の提供を開始。

　警備業や建設業、工場といった炎天下や空調が行き

届かない環境で作業を行う業種の方々の活用が見込ま

れる製品。

　パワーエレクトロニクス製品の小型化・高効率化を

実現する「小型ＧａＮモジュール」を開発。ＧａＮデ

バイスは現在主流のＳｉと比較してデバイス自体の消

費電力を約 50％削減できることから、温室効果ガスの

排出量削減への寄与が期待できる。

　Fujitsu General（Aust.）Pty Ltd.（当社オーストラ
リア販売子会社）が、「TRUSTED BRANDS AUSTRALIA 
2021」のエアコンカテゴリーにおいて、最優秀となる 

「WINNER」に選出。     
 　「TRUSTED BRAND」は、世界各国で発行されている
雑誌「Reader's Digest」のオーストラリア版が主催す
る賞であり、４年連続４度目の受賞となった。

　氷点下でもしっかりと室内を暖める業界トップクラ

スの暖房能力と、高い省エネ性を実現した「ゴク暖 ノ

クリア」ＺＮシリーズを発売。また、設置性に優れた「ゴ

ク暖 ノクリア」ＤＮシリーズも発売。

　化石燃料を使用する暖房機器からの置き換えにより、

温室効果ガスの排出量削減が見込めることから、持続

可能な社会実現に貢献する「サステナブルな暖房」と

してお客さまに提案。

　当社グループの紫外線照射装置メーカー「エアロシー

ルド株式会社」が救急車搭載用の紫外線照射装置を開

発。車内の空気を装置内に取り込み、ＵＶ－Ｃ（紫外

線Ｃ波）を照射することで、浮遊菌やウイルスを減少

させることが期待できる。

　小・中規模消防本部向けに、通常の消防指令システ

ムとほぼ同等の機能を搭載しつつ、小型化と導入費用

の抑制を実現した簡易消防指令システム「グランキャ

スト  ライト」を発売。

　保有技術の活用促進とＳＤＧｓへの貢献を目的と

し、国際連合の知的財産専門機関（ＷＩＰＯ）が運営

する環境技術の活用を拡大するためのプラットフォー

ム WIPO GREEN に参画。当社独自のマトリックスコン

バーター関連技術の認知度を高め、本技術の活用促進

に向けた他企業などとのマッチング機会の創出を目指

す。

小型ＧａＮモジュール

「ゴク暖 ノクリア」ＺＮシリーズ マトリックスコンバーター  超小型急速充電器用

グランキャスト ライトの設置イメージ救急車内設置イメージ 製品イメージCómodo gear i2（ネック部）

実証実験に用いる空調システム
（Ｊ－Ⅳ室外機 ／ VS1000RTe 換気システム）

「TRUSTED BRAND WINNER」ロゴマーク
※ 2022 年６月も受賞し、５年連続受賞となった。

※１ ドライブ回路内蔵・高耐圧チップ搭載フルブリッジ構成モジュールにおいて（2021 年６月 15 日現在、当社調べ）
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株式会社富士通ゼネラル

本社所在地

神奈川県川崎市高津区末長三丁目３番 17 号

代表者

代表取締役社長 斎藤 悦郎

設立

1936 年１月 15 日

資本金

18,124 百万円

社員数

連結 8,398 名 単独 1,710 名

取締役員数 （2022 年６月 16 日現在）

11 名（うち社外取締役５名）

連結子会社数 38 社

持分法適用関連会社数３社

上場証券取引所

東京証券取引所 プライム市場
 （2022 年４月４日より移行）

証券コード

6755

株式数

発行可能株式総数 200,000,000 株

発行済株式の総数 109,301,660 株

株主数

4,853 名

■ 大株主の状況　※ 下記のほか、自己株式が 4,630 千株あります。

株主名 持株数
（千株）

持株比率
（%）

※自己株式除く

富士通株式会社 46,121 44.06

日本マスタートラスト
信託銀行株式会社（信託口）

8,049 7.69

ジェーピー モルガン
チェース バンク 385635

4,476 4.28

ゴールドマン　サツクス　
インターナシヨナル

4,341 4.15

ジェーピー モルガン 
チェース バンク 380072

3,602 3.44

株式会社日本カストディ銀行
（信託口）

2,987 2.85

MSIP CLIENT SECURITIES 2,180 2.08

株式会社みずほ銀行 2,000 1.91

ゴールドマン・サックス
・アンド・カンパニー  
 レギュラーアカウント

1,774 1.70

ジェーピー モルガン
チェース バンク 385632

1,531 1.46

基礎情報

会社概要（2022 年３月 31 日現在）

　

■ 株価および出来高の推移

株価（円）

出来高（千株）

■ 所有者別株式分布状況

金融機関・

証券会社

17.33%

外国法人等

29.96%

その他の法人

44.06%

個人・その他

4.41%

自己株式

4.24%
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