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心をベースに経営する。
お客様の満足のために、
グループの力を結集し、新たな価値を創造し続ける。

社是［ 敬天愛人 ］

全従業員の物心両面の幸福を追求すると同時に、
人類、社会の進歩発展に貢献すること。

経営理念

名誉会長

稲盛  和夫

お客様に喜んでいただく製品やサービスを提供する。私たちは「お客様第一主義」を最も大切なテーマととらえています。
お客様に満足いただくためには、時代の変化に即応するスピード感を持ち、京セラグループの有する技術力と経営
資源を有機的に結びつけ、新たな価値を創造し続けなければなりません。そのために重要となるのが、人の心をベース
とする経営から生まれた「京セラフィロソフィ」と「アメーバ経営」の実践です。全従業員が力を合わせて経営に参画し、
それぞれが仕事に喜びや生きがいを見出し、個人の能力を最大限に発揮することで、自らを高め、人間として成長する
ことができるのです。
企業は人。どんな技術や製品、サービスも、すべては人で決まります。社員一人ひとりが夢を抱き、いきいきと働き、自ら
立てた目標を確実に達成していくことで、お客様に新たな価値を届け続ける、そんな企業でありたいと考えています。

京セラは、資金も信用も実績もない小さな町工場から出発しました。頼れるもの
は、なけなしの技術と信じあえる仲間だけでした。会社の発展のために一人ひとり
が精一杯努力する、経営者も命をかけてみんなの信頼にこたえる、働く仲間の
そのような心を信じ、私利私欲のためではない、社員のみんなが本当にこの会社で
働いてよかったと思う、すばらしい会社でありたいと考えてやってきたのが京セラ
の経営です。
人の心はうつろいやすく変わりやすいものといわれますが、また同時にこれほど
強固なものもないのです。その強い心のつながりをベースにしてきた経営、ここに
京セラの原点があります。

代表取締役会長

山口  悟郎

京セラフィロソフィ アメーバ経営
京セラフィロソフィは、「人間として何が正しいか」をものごとの判断基準
におき、すべての行動において、公明正大でまじめに一生懸命努力
していくことの大切さを示す人生哲学、経営哲学です。

アメーバ経営とは、組織を小集団に分け、市場に直結した独立採算制
により運営し、経営者意識を持ったリーダーを育成し、全従業員が
経営に参画する「全員参加経営」を実現する経営手法です。

常に公明正大　謙虚な心で　仕事にあたり
天を敬い　人を愛し　仕事を愛し
会社を愛し　国を愛する心

フィロソフィ

代表取締役社長

谷本  秀夫
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情報通信市場

自動車関連市場

環境・エネルギー市場

医療・ヘルスケア市場

あらゆる人やものをつなぐ情報通信市場、

ICT化が急速に進む自動車関連市場、

地球の環境保全に貢献する環境・エネルギー市場、

人々の安心・安全な暮らしを支える医療・ヘルスケア市場など、

ますます拡大するIoT（Internet of Things）社会の

中核をなす分野において最先端の製品・サービスを提供しています。

京セラはこれら4つの市場を重点市場と定め、

さらに便利で、持続可能な世界の実現のために、

グループの総合力で、価値ある製品・サービスを届け続けます。

Mater ia ls  & 
Components
素材・部品

Dev ices &
Equ ipment
デバイス・機器

Systems & 
Ser v ices
システム・サービス

ファインセラミック部品

通信エンジニアリング

環境エネルギーエンジニアリング

有機パッケージ・プリント配線板有機パッケージ・プリント配線板

セラミックパッケージ・基板水晶デバイス・SAWデバイス

コンデンサ 有機化学材料有機化学材料

ECMソリューション

ICTソリューション

切削工具 光学部品コネクタ

自動車部品

パワーデバイス

ビジョン

街を、暮らしを、
社会を支える
京セラの総合力。

セラミックパッケージ・基板

液晶ディスプレイ

プリンティングデバイスプリンティングデバイス

コネクタ

スマートフォン

医療用製品
空圧・電動工具空圧・電動工具

エネルギーマネジメントシステム・サービス

プリンター・複合機ィスプレイ プリンター・複合機プリンター・複合機

IoT通信機器・モジュールIoT通信機器・モジュール

エネルギー製品
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京セラグループは、それぞれの事業領域において、

開発、製造、販売、さらに物流など、

すべての部門が一丸となり連携することで、

最先端の製品・サービスを世界中に提供し続けています。

その源泉となるのは、日々の弛まぬ努力と

創造的な仕事により培う高い技術力。

お客様の期待に応えるために、

私たちは、常に開拓者であり続けます。

京セラグループについて
事業セグメント別売上高構成比（連結）

産業・自動車用部品
ファインセラミック部品
自動車部品
液晶ディスプレイ
機械工具
光学部品

半導体関連部品
セラミックパッケージ・基板
有機化学材料
有機パッケージ・プリント配線板

電子デバイス
コンデンサ
SAWデバイス
水晶デバイス
パワーデバイス
コネクタ
プリンティングデバイス

コミュニケーション
スマートフォン
携帯電話
タブレット
IoT通信モジュール・IoTユニット
情報通信サービス

生活・環境
環境・エネルギー関連
医療用製品
宝飾品・キッチングッズ他

その他
ホテル他

調整及び消去

地域別売上高および構成比（連結）
［2020年3月期］

会社概要

（持分法適用子会社、持分法適用関連会社は除く）

お客様の期待に応えるために、
常に開拓者であり続ける。

ドキュメントソリューション
プリンター・複合機
ECMソリューション
インクジェットプリンティングシステム

“The New Value Front ier”は
「新たな価値をいつも最先端で創造
し続ける」という京セラの意志を強く
世の中に宣言する言葉です。京セラ
はグループの総合力を発揮し、時代
や市場が求める価値を独自の技術と
視点で切り拓きカタチにします。

［2020年3月31日現在］ 売上高の推移（連結） 税引前利益、親会社の所有者に帰属する当期利益の推移（連結）

社 　 名
設 　 立
資 本 金
グループ会社数
グループ従業員数

京セラ株式会社
1959年4月1日
115,703百万円
298社（京セラ（株）を含む）
75,505人

：
：
：
：
：

売上高1,599,053百万円（2020年3月期）
21.3% 15.8% 1.0%

15.5% 22.5%

5.4%20.3%

部品事業計 57.1% 機器・システム事業計 43.7% その他、調整及び消去計 △0.8%

△1.8%

［単位：百万円］
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税引前利益 親会社の所有者に帰属する当期利益

79,137

129,992

2018年
3月期

103,210

140,610

2019年
3月期

107,721

148,826

2020年
3月期

※2019年3月期より国際財務報告基準（IFRS）を適用しています。
　この変更に伴い、記載の2018年3月期の経営成績についても米国会計基準からIFRSに組み替えて表示しています。

［単位：百万円］
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米国
276,002百万円
[17.3%]

ヨーロッパ
306,326百万円
[19.2%]

その他の地域
59,666百万円
[3.7%] 日本

598,113百万円
[37.4%]

アジア
358,946百万円
[22.4%]



事業＆製品紹介

Fine CeramicFine CeramicFine CeramicFine CeramicFine CeramicFine CeramicFine CeramicFine CeramicFine CeramicFine Ceramic
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AutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotiveAutomotive
ComponentsComponentsComponentsComponentsComponentsComponentsComponentsComponentsComponents

産業機械用
セラミック部品
金属や樹脂に比べて優れた
機械的・化学的特性を活かし、
さまざまな産業の最先端技術と
その進歩を支えています。

セラミックグロープラグ
急速昇温、高温耐久性に優れ、
使用頻度が高い「スタート＆
ストップシステム」の普及により
採用が拡大しています。

高速、高精度な燃料噴射を可能
にし、「クリーンディーゼル」への
採用が進んでいます。

酸素センサ用ヒーター
排ガス中の酸素濃度を検知する
センサを始動直後の低温時から
素早く作動させ、排ガス低減に
貢献しています。

カメラモジュール
高い信頼性と撮影性能で、自動車
の操作性と安全性の向上に貢献
しています。

半導体・液晶
製造装置用部品
高度な材料開発による高品質
なファインセラミックスが、
高精度、高温、化学的安定性と
いう構造部材への高まる要求
に応え、高集積化・高品質化に
貢献しています。

超高真空用部品
セラミックスと金属の接合
技術により、高い信頼性が求め
られる超高真空機器用の部品
として用いられています。

通信関連部品
豊富な材料バリエー
ション、高精度の製造
技術により、通信機器
の小型化や性能向上
に貢献しています。

LED用サファイア基板
LEDのGaN層を
生成する基板とし
て、高信頼の単結
晶サファイアが
使われています。

都市ガスなどから水素を取り出し、空気中の酸素と反応させて電気と熱（お湯）を生みだす燃料電池。
京セラは、新たな省エネルギー機器として期待されるSOFCの心臓部にあたるセルスタックに、ファイン
セラミック材料の開発で培った製造技術を結集し、高い発電効率と耐久性を実現しています。

SOFC（固体酸化物形燃料電池）で活躍するファインセラミックス

創業以来、ファインセラミックスの研究・開発・製造で培った実績を基に、
目的・用途に応じた原料と製造方法の選択によって、素材が持つ優れた
特性を最大限に引き出し、幅広い産業の発展を支えています。

ファインセラミック部品
高い信頼性が求められる自動車分野にも数多くの製品を展開。
自動車のエレクトロニクス化、環境負荷の低減、安全性・利便性の向上に寄与しています。

自動車部品

燃料噴射インジェクタ用
積層型ピエゾ素子

LED 構造図

電極

サファイア基板

産業・自動車用部品
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事業＆製品紹介

車のフロントガラスに投影し、スピードやアラームなどを表示するヘッドアップ
ディスプレイ。京セラは、新材料・新設計により、高解像度・高透過率の液晶ディ
スプレイを開発することで、ドライバーの安全運転支援に貢献しています。

安全運転支援に貢献するヘッドアップディスプレイ用液晶ディスプレイ

産業・自動車用部品

切削工具事業から空圧工具・電動工具事業まで、
総合機械工具メーカーとして幅広い市場に対応していきます。

高速切削、高能率加工で、自動車産業、建機産業、航空機産業など、
世界のものづくりの現場を支えています。

機械工具

車載用液晶ディスプレイ
さまざまな形状に対応できる独自の加工技術により、デザイン性を
格段に向上させるなど、顧客ニーズに応える製品を提供しています。

屋外でも視認性の高い高輝度製品やタッチパネル付き製品など、幅広い
ラインアップを揃え、産業機器向け中小型液晶の需要に対応して
います。

社会や産業のニーズに応えた、映像
機器向け光学レンズや、車載用
レンズなどを中心に、さまざま
な製品を提供しています。

光学部品

空圧・電動工具切削工具

Optical
ComponentsComponentsComponentsComponentsComponentsComponentsComponentsComponentsComponents

非球面レンズ

多品種材料を用いた非球面
レンズの開発により、小径から
大径（φ60mm）まで幅広いレン
ズの製造を実現しています。

車載用・
スキャナー用レンズ
非球面レンズ採用で、高精度・
小型化などに貢献しています。

ＦＡ・医療用
光学ユニット
独自設計のレンズと照明・カメ
ラを組み合わせた撮像用の
光学ユニットを提供しています。

※イメージ図

液晶ディスプレイ

虚像表示

80m
45km/h
14:30

産業用液晶ディスプレイ

建築産業や自動車産業などの各種工業用から身近な
DIY製品まで、多彩な製品レパートリーで、人々の暮らし
を支えています。

総合機械工具メーカーとして幅広い市場に対応していきます。
切削工具事業から空圧工具・電動工具事業まで、

機械工具

液晶ディスプレイ
長期耐久性や幅広い動作温度保証など、極めて高い信頼性が
要求される車載用液晶ディスプレイをはじめ、情報通信機器
から計測機器、アミューズメント関連機器など、多彩なアプリ
ケーションに対応したディスプレイを開発・提供しています。

Liquid Crysta l
Displays

Industrial Tools
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事業＆製品紹介

電子部品用表面実装
セラミックパッケージ

光通信用部品
光通信デバイスを
保護し、高速伝送を
実現する光パッケージ
や光ファイバー接続
用部品などを通じ
て、情報化社会を支
えています。

LED用セラミックパッケージ
一般照明、車載ヘッド
ライトなど用途が
広がるLEDに、熱伝
導率や信頼性の高
いセラミックパッ
ケージが採用され
ています。

水晶デバイスの小型化に貢献
光の表現にこだわったカスタムLED
照明は、美術館や博物館、色彩検査や生物
育成にも採用され、人々の暮らしや社会
をより豊かにしています。

高演色LED照明

車載ミリ波レーダー用基板

情報通信技術の急速な発展とインターネットの普及により、飛躍的に進む電子機器の
高性能化・多機能化を有機パッケージやプリント配線板を通じて支えています。

有機パッケージ・プリント配線板

半導体関連部品

車載ECU用セラミック多層基板

フリップチップパッケージ
最先端の微細配線や
薄型多層技術を駆使
し、高 精 細 な 多 層
パッケージを実現。
サーバー、ルーター、
携帯通信端末の進化
に貢献します。

イメージセンサ用
セラミックパッケージ
高機能化・薄型化が進展するカメラ
モジュールを、イメージセンサ用セラ
ミックパッケージが支えています。

半導体用エポキシ封止材料 絶縁ワニス
燃えにくく、環境に
優しい樹脂へと進
化しながら、最先端
のEV駆動・産業用
モーターの高機能
化、省エネ・ハイパ
ワー化に貢献して
います。

ビルドアップ配線板
パソコンや携帯端末
などの高密度な表面
実装が求められる製
品に広く採用されて
います。

高多層基板
ハイエンドサーバーや
通信システムに使われ
る高性能な配線板。
50層にもなる大型
マザーボードやバック
ブレーンボードに採用
されています。

Ceramic Packages
豊富な材料技術、多彩な加工技術、機能を引き出す設計技術を
核に、スマートフォンなどに使われる小型部品、光通信部品、
車載ヘッドライト用ＬＥＤなど、幅広い用途に向け、高い信頼性を
持つセラミックパッケージ・基板を提供しています。

セラミックパッケージ・基板

有機パッケージ・プリント配線板

Organic Packages 
& Printed Wiring Boards

Organic Mater ia ls
有機化学材料

超小型セラミックパッケージが、電子機器に
欠かせない高機能な水晶デバイスの小型
化に貢献。世界最小クラス※の1.0mm×
0.8mmというサイズの中で、気密性と高い
信頼性を実現しています。

水晶振動子などに向けた超小型の
表面実装セラミックパッケージ。スマート
デバイスの小型化、高性能化を支えて
います。

小型、高密度、高耐
熱、高熱放散性を
備えたＥＣＵ基板。
高 い 信 頼 性 で 、
車載用に採用されて
います。

有機化学をベースに、デジタル機器、自動車、エネルギーなど幅広い産業分野に事業領域を拡大しています。

ダイアタッチペースト
半導体/LED/パワー
デバイス/電子部品
用の導電ペーストを
ラインアップ。ナノ金
属焼結タイプ、高熱
伝導タイプなどニー
ズに合わせた製品を
提供しています。

従来のトランスファ
成形に加えて、圧縮
成形に対応する
新材料も取り揃え、
各分野で活用され
ています。

※2020年5月現在当社調べ

障害物検知に用いられるアンテナ
機能を備えた基板で、車の自動運
転化に欠かせない製品として採用が
進んでいます。
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事業＆製品紹介

コンデンサ

インクジェットプリントヘッド

スマートフォンやウェアラブル端末などの身近な製品から産業機器まで、
あらゆる機器に搭載される電子部品。最先端技術を駆使し、開発から量産
まで徹底した高品質なものづくりで、エレクトロニクスの進化に貢献します。

電子部品

サーマル方式、インクジェット方式、電子写真方式と3つの
デジタル印刷方式に対応するデバイスを提供しています。
デジタル印刷のキーデバイスを通じて、より速く、美しく進化
する印刷技術の発展に貢献しています。

プリンティングデバイス

サーマル（感熱、熱転写）によって
文字や画像を出力するデバイス
で、バーコードラベル、ＩＤカード、
レントゲン写真の印刷など、産業や
社会を支える分野で広く使用され
ています。

サーマルプリントヘッド アモルファスシリコン感光ドラム

Print ing Devices
パワーデバイスは、電力を制御・変換するために使用される半導
体で、電力の有効活用により、民生品から産業機器まで、省エネ
化に貢献できる高品質・高信頼性の製品を豊富なラインアップで
提供しています。

パワーデバイス

SAWデバイス
電子デバイス

ダイレクトメールや布地などを印刷
する商業印刷機向けの基幹部品。
広告看板や商品ラベル・パッケージ、
住宅用建材など、新たな分野へ進化
する印刷を支えています。

ロック構造とシール材の組み合わせにより、高い防水性と信頼性を実現した9715シリーズ。
自動車部品ワイヤハーネスコネクタの試験方法「JASO D616」をクリアし、車室外でも使用可能。
銅電線に比べ約60%の重量のアルミ電線にも対応し、車体軽量化による燃費向上に貢献します。

高い防水性と信頼性を実現する分岐コネクタ

Electronic 
Components 
& Devices

優れた誘電体セラミック技術と
高度な生産技術を用いた積層
セラミックコンデンサ。機器の小型・
軽量・高機能化に貢献しています。

スマートフォンなどの無線通信に
使われるSAWデバイス。フィルタ
やデュプレクサなど幅広い製品を
取り揃えています。

スマートフォンや車載機器などの性能を左右する重要な部品で
ある水晶デバイス。人工水晶の育成から製品まで一貫して開発・
製造を行い、IoT社会の発展に貢献します。

水晶デバイス

京セラの電子部品事業の一翼を担うAVX社（本社：米国）は、電
子デバイス関連製品の強固な技術基盤と豊富なラインアップ
を有し、開発から製造、販売までをグローバルに展開しています。

電子部品［AVX］

幅広い用途に使用され、快適な生活を支えるコネクタ。小さく
薄い製品や高速伝送対応製品などさまざまなニーズに対応し、
電子機器の多機能化に貢献しています。

コネクタ 

ページプリンターやデジタル複合
機など電子写真方式に用いられ
る感光ドラム。高硬度で耐摩耗性
に優れ、環境耐性や光感度が高く、
安定した画像の高速出力を実現
しています。

AVX社製タンタルコンデンサ

子機器の多機能化に貢献しています。
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事業＆製品紹介

ICT事業
お客様の経営の武器とな
る経営システムを構築す
ることに加え、「AI」「IoT」
「クラウド」「セキュリティ」
などの新たな技術を用い
てビジネスを転換し、お客
様・社会の課題解決に貢献
するITソリューションを提
供しています。

通信エンジニアリング事業
通信事業者向けに、ワイヤ
レスインフラの設計・構築
から運用・保守、電波品質改
善までワンストップで提供
するとともに、基地局や
サービスを制御するコア
ネットワークの構築支援を
行っています。

経営コンサルティング事業
京セラ独自の経営管理手法
「アメーバ経営」をベースに
した経営コンサルティン
グ事業。アメーバ経営の
導入から運用支援、関連
する情報システムなどを
提供しています。

環境エネルギーエンジニアリング事業
メガソーラー発電所をは
じめ、公共・産業用太陽光
発電システムの設計、調
達、施工、運用保守までを
ワンストップで提供。地上
設置・水上設置を問わず
多数の設計・施工実績を
有しています。

Communication 
Systems
「ICT」「通信エンジニアリング」「環境エネルギーエンジニ
アリング」「経営コンサルティング」の4つの事業を柱に、
企業の情報基盤、社会の通信基盤、環境との共生基盤、
そして経営基盤の構築・運用支援を行っています。

情報通信サービス
［京セラコミュニケーションシステム］

防水・防塵・耐衝撃をはじめとする優れた高耐久性や日常の使いやすさなど、お客様のニーズに応えるラインアップを展開しています。

スマートフォン・携帯電話・タブレット

※「TORQUE」「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です。

通信機器端末・基地局
アナログ第1世代から携帯電話端末を開発・提供し、第2世代以降は基地局やシステムの提供も開始。
長年にわたる事業経験の中でさまざまな要素技術の向上に努め、多くのノウハウを蓄積し、展開しています。

5G IoT
さまざまな使用用途に対応
できるデザインで、スムーズな
IoTの導入が実現できます。

5Gコネクティング
デバイス

地域・産業のニーズに応じて、企業や自治体などの
5Gネットワーク活用に貢献します。

TORQUE®
G04
（日本）

BASIO4

（日本）

DIGNO®

ケータイ3
（日本）

DURA XV
EXTREME
（米国）

Android One
S6

（日本）

ビジネス特化
タブレット
（日本）

LTE-M
ボタン

GPS
マルチユニット

ビーコン対応
GPSトラッカー

コミュニケーション

通信機器端末・基地局
アナログ第1世代から携帯電話端末を開発・提供し、第2世代以降は基地局やシステムの提供も開始。

コミュニケーション

Communication Devices

（プロトタイプ）
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事業＆製品紹介

ECOSYSプリンター
長年培った長寿命設計技術を核に、地球環境にやさしく、経済性にも
優れたドキュメント環境を提供しています。

Printers & MFPs
プリンター・複合機

ドキュメントソリューション
［京セラドキュメントソリューションズ］

ECM So lu t ions
大量のデータや文書を包括的に一元管理・運用することで、お客様の生産性や
業務効率を向上させることができます。独自のドキュメント入力ソフトウェア
およびドキュメント出力ソフトウェアと連携し、入力から出力まで全て自社開発
製品によるECMを構築し、さらに親和性の高い京セラのプリンター、複合機との
連動を含めた、一気通貫のECMサービスを提供することができます。

環境性と経済性に優れたプリンターと複合機の幅広いラインアップを用意し、SOHOから大企業まで、あらゆるお客様の
使い勝手にあった製品を提案します。独自の長寿命設計技術が京セラ製品の特長のひとつとして、世界各国で評価されています。

Ink jet Pr int ing Systems
インクジェットプリンティングシステム
オフィス向けプリンター、複合機で培った画像処理技術、
用紙搬送技術、さらにキーデバイスの自社開発力の
ノウハウを活かして、カタログ、ダイレクトメールなど
の商業印刷分野でインクジェット事業を展開して
います。

ECMソリューション
（Enterprise Content Management）

エコシス
TASKalfa複合機
仕事(TASK)の効率化にいちばん(alfa)で役に立つと名づけられた
複合機、それがTASKalfaです。独自の高信頼性技術が搭載されて
おり、お客様のドキュメント業務の課題解決に力を発揮します。

タスクアルファ

オンリートナー方式
ECOSYS製品に「オンリートナー方式」を採用。トナーコンテナのみ
を交換し、ランニングコストの低減と廃棄部材を最少化することで
環境貢献を実現しています。

1992年に誕生した初代ECOSYSプリ
ンター「FS-1500」は、トナー補給のみで
30万枚の印刷を可能にしました。
1997年に、その後継機種がページプリ
ンターとして世界で初めてドイツの環境
ラベル「ブルーエンジェル」を取得。誕生
から四半世紀以上たった今なお、ECOSYS
の長寿命技術は進化し続けています。

世界で初めてドイツの環境ラベル
「ブルーエンジェル」を取得

一気通貫のECM

クライアントPC モバイル端末

ワークフロー・ソフトウェア 出力系ソフトウェア入力系ソフトウェア

データベース

基幹システム

紙文書 複合機

Eメール フォルダ

ドキュメント入力 ドキュメント管理 ドキュメント出力

KYOCERA Capture Manager nscale KYOCERA Net Manager

webブラウザ webブラウザモバイル端末

紙文書プリンター・複合機

Eメール フォルダ

モバイル端末人事システム 経費システム
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事業＆製品紹介

Environment & Energy

宝飾品 セラミックキッチングッズ

独自の結晶技術により生み出した、
天然宝石と同一成分を持つ宝飾品。
耐摩耗性に優れたセラミックスを用いた
キッチングッズなど、生活を豊かにする
製品を展開しています。

宝飾品・キッチングッズ

Medical & Dental Products

鹿児島七ツ島メガソーラー発電所（70MW）

生活・環境／その他

Jewellery & Kitchen Tools1970年初頭の第一次オイルショックを機に、「クリーンエネルギーの普及を通じて
世のため、人のために貢献する」という考えのもと、太陽電池の開発と供給を
続けてきました。関連製品のラインアップ拡充に加え、新たなエネルギーサービス
事業も展開し、これからも地球環境保護、低炭素社会の実現に貢献します。

環境・エネルギー関連

セラミックスと金属の材料技術および
表面処理技術により開発した、人工関節
やデンタルインプラントなどの医療
用製品を提供し、人々のQOL※の向上
に寄与しています。

医療用製品
長寿命型人工関節を目指す
技術「Aquala®」（アクアラ）

※「クレサンベール」は、京セラ株式会社の登録商標です。

美しい色調と透明感を実現した理想的な
宝石「クレサンベール®」などの宝飾ブランドを
展開しています。

“心からの笑顔でのおもてなし”を
コンセプトに、プールなどのスポーツ
施設や温泉を完備した、建築家・
黒川紀章氏設計の本格的なリゾート
ホテル、国際都市・京都の中心部に
位置する格調高いシティホテルを
運営しています。

ホテル ［京セラ興産］

Hotels

ホテル日航プリンセス京都
（京都府京都市）

ホテル京セラ 
（鹿児島県霧島市）

人工関節

リチウムイオン蓄電システム
太陽光発電システムで創った電気や
安い深夜電力を蓄え利用できます。
また、災害時の非常用電源としても
利用でき、多くの方に喜ばれています。

デンタル
インプラント

抗菌性と骨伝導性・
骨固定性を両立させる技術
「AG-PROTEX®」
（エージー・プロテクス）

軽く、鋭く、キレイに切れるセラミックナイフ
をはじめ、優れたセラミック技術で、機能的・
スタイリッシュな商品を展開しています。

※クオリティオブライフ
※「Aquala」「BIOCERAM AZUL」「AG-PROTEX」は京セラ株式会社の
　登録商標です。

医療用セラミック材料
「BIOCERAM AZUL®」（バイオセラム アズール）

電力サービス事業
太陽光発電システムを活用した
新たな電力サービス事業を設立。
お客様に初期費用の負担なく設置導入
いただけるサービスを展開しています。

ＳＯＦＣ（燃料電池コージェネレーションシステム）
発電時に出る熱を無駄なく活用でき、
環境に優しいシステムです。停電が
発生しても、発電の継続を可能にする
など、今後も快適な暮らしとレジリ
エンス性を追求していきます。

太陽光発電システム

ＶＰＰ（バーチャルパワープラント）
家庭や工場などで生み出された再生可能エネルギーをネットワークで結び、
蓄電池を活用した最新のエネルギーマネジメント技術とIT技術で需給バランス
を保ち、再エネ導入を目指します。

高品質で長期信頼性に優れた太陽電池パネルを、さまざまな屋根形状や土地
に合わせたラインアップで提供しています。

を保ち、再エネ導入を目指します。
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京セラは人とひととの交流を通じて、新たな価値を生み出すオープンイノベーションを
推進しています。その取り組みを広く紹介するWebサイトが「オープンイノベーション
アリーナ」です。本サイトでは「人とひとをつなぐ、アイデアをかたちにする。」を
キーワードに、各研究部門が進める技術開発の最新トピックスや外部連携を推進する
イベント情報など、京セラのオープンイノベーション活動の情報を発信しています。

「オープンイノベーションアリーナ（OiA）」を開設し、
研究開発が取り組むオープンイノベーション活動を発信

主な研究開発施設

みなとみらいリサーチセンター
（神奈川県横浜市）

自動車・情報通信・エネルギー関連市場
などの機器やシステムの開発および
最先端ソフトウェア技術の研究開発を
行っています。

大阪大東事業所 内
（大阪府大東市）

材料技術、薄膜技術を活用し、光・電子
デバイス、太陽電池などの基礎研究、
応用開発を行っています。

ファインセラミックスの基礎と応用技術
および将来を見据えたものづくりの研究
開発を行っています。

けいはんなリサーチセンター
（京都府相楽郡）

ものづくり研究所
（鹿児島県霧島市）

生産性の高い製造プロセス、
製造装置の開発を行ってい
ます。

次世代のドキュメントワークの
ためのプリンターと複合機の
研究開発を行っています。

KYOCERA
International, Inc. 内 
（アメリカ サンディエゴ）

幅広い事業を展開する中で、
最先端の半導体部品の研究
開発と生産を行っています。

AVX 
Corporation 内 
（アメリカ グリーンビル）

機器の小型・軽量化に貢献す
る電子部品の研究開発と生産
を行っています。

京セラドキュメント
ソリューションズ
本社R&Dセンター
（大阪府大阪市）

研究開発

研究開発

企 業 研究機関

公共
機関

NPO
NGO

地域
自治体 大 学

AI

IoT

エネルギー

医療
ヘルスケア

ロボット

モビリティ

ソフト
ウェア
ソフト
ウェア

けいはんな
リサーチ
センター

みなとみらい
リサーチ
センター

ハード
ウェア

材料、部品、デバイス、機器・システム、ソフトウェアの研究開発部門および、生産プロ
セス技術に関わるグローバルな研究ネットワークを構築。“みなとみらい”と“けい
はんな”を研究開発の中核拠点として、グループ内リソースの有機的な融合を図ると
共に、社外との連携を活用するオープンイノベーションを促進させ、事業の成長と社会
の進歩発展に貢献します。

私たちは、いつの時代も人のやらないこと、人の通らない道を
自ら進んで切り拓いていく開拓者であり続けたいと考えて
います。創業者のDNAを受け継ぎ、唯一無二のモノづくりを
極め、新たな価値をいつも最先端で創造し、人と社会の明るい
未来への挑戦を続けます。

次にやりたいことは、私たちには
決してできないと人から言われたものだ
稲盛 和夫
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CSR活動の推進
京セラグループでは、「全従業員の物心両面の
幸福を追求すると同時に、人類、社会の進歩発展
に貢献すること」を経営理念に掲げ、人間として
何が正しいかを判断基準とする「京セラフィロ
ソフィ」をベースに経営を行っており、CSR活動
の根幹となっています。この「京セラフィロソフィ」
の実践を通して、CSR課題の解決に取り組み、
ステークホルダーとの相互信頼の構築、京セラ
グループの持続的な発展をはかるとともに、
社会の健全な発展に貢献していきたいと考えて
います。

持続可能な社会の実現に向け、グループを挙げて環境活動に取り組んでいます。特に気候変動対策を重要課題と考えており、2030年度に向けた
温室効果ガス排出量の削減と再生可能エネルギー導入量について目標を設定し、高効率機器への更新や太陽光発電システムの設置など積極的
な活動を展開しています。また、このような活動に加え、生物多様性保全などの地域社会への貢献が評価され、環境省より「地球温暖化防止活動
環境大臣表彰」を10年連続で受賞しました。

社会貢献活動 

乳がんの早期発見、早期検診を推進する「ピンク
リボン活動」を日本、アメリカ、オーストラリア、
中国、韓国、シンガポールで支援しています。

地球環境問題への対応

太陽光発電システムの設置
（鹿児島川内工場）

SOFC※システムの設置
（滋賀八日市工場）

従業員一人ひとりが生き生きと明るく仕事ができ、多様な“人財”が個々の能力を最大限に発
揮できる企業風土づくりを目指しています。グローバル人財の育成をはじめ、現地主義に基づ
くローカルスタッフの現地幹部への積極的な登用、女性活躍推進、障がい者雇用の推進、育児・
介護の支援制度の充実など、多様な活動を行っています。

ダイバーシティ経営の推進

海外研修の実施

京セラグループCSR委員会

女性社員ロールモデル座談会 サプライヤーセミナーの開催

CSR活動の重要テーマ

人権・労働、環境保護などの社会的責任を
果たすため、お取引先様と一体となりCSR
活動を推進しています。 

サプライチェーンにおける
社会的責任の推進

社員が講師となって小学校を訪問し、太陽電池・
蓄電池を教材に授業を行う「環境・エネルギー出前
授業」を実施しています。

科学や文明の発展、人類の精神的深化・高揚に著し
く貢献した人々を顕彰する稲盛財団が運営する
「京都賞」の趣旨に賛同し、支援を行っています。

社会貢献活動の一環として、地域文化の発展を願
い１９９８年に本社ビル１階に開館し、無料で公開して
います。

地域活性化とＪリーグ百年構想に賛同し、グループ
を挙げて「京都サンガF.C.」をサポートしています。

京セラグループは、お客様、従業員、株主、
取引先、地域社会など企業を取り巻くすべての
ステークホルダーとの関わりを大切にしな
がら、社会の一員として信頼と尊敬を得られ
るよう努力しています。今後も、社会と共生
し、健全な持続的発展に寄与する社会貢献
活動を推進してまいります。

稲盛財団 京都賞への支援 京セラギャラリー 「ピンクリボン活動」への支援 環境・エネルギー出前授業 京都サンガF.C.への支援

※固体酸化物形燃料電池

工場排水を利用したビオトープ※

（鹿児島国分工場）
※生物生息空間

C S R活動

京セラグループ
CSR委員会

京セラ
グループ

社是・
経営理念

経営
戦略

CSR
活動連動

具体化具体化

実行実行

従業員

要求事項要求事項

ステークホルダー

地域社会株主・投資家
の皆様

お客様
お取引先様

CSR活動の詳しい情報は
ホームページをご覧ください。

https://www.kyocera.co.jp/ecology/

©KYOTO.P.S.

23 24



沿革

世界に拡がるネットワーク

1959
1959年 4月 ● 京都市中京区西ノ京原町101番地に本社並びに工場を4月1

日付で設立（資本金300万円、従業員28名）。ファインセラミッ

クスの専門メーカー「京都セラミック株式会社」として創業

1960
1960年 4月

1963年 5月

1968年 8月

1969年 7月

● 東京に出張所を開設
● 滋賀工場（現・滋賀蒲生工場）を新設

● 米国カリフォルニア州に駐在員事務所を開設
● 鹿児島工場（現・鹿児島川内工場）を新設
● 米国現地法人Kyocera International, Inc.を設立

1970
1971年 1月

1971年 10月

1972年 7月

1972年 9月

1972年 10月

1974年 2月

1977年 12月

1979年 9月

1979年 10月

● ドイツにFeldmühle社と、合弁会社

　（現・Kyocera Fineceramics GmbH）を設立
● 大阪証券取引所市場第2部、京都証券取引所に株式を上場

● 京都市山科区に新社屋を建設、本社を移転
● 東京証券取引所市場第2部に株式を上場
● 鹿児島国分工場を新設
● 東京証券取引所および大阪証券取引所市場第1部に指定替え
● 香港現地法人Kyocera（Hong Kong） Ltd.（現・Kyocera 

Asia Pacific Pte. Ltd.）が営業開始
● サイバネット工業（株）に資本参加
● 総合研究所（現・ものづくり研究所）を鹿児島国分工場内に開設

1980
1980年 8月

1981年 5月

1982年 10月

1983年 10月

1984年 4月

1984年 6月

1987年 1月

1987年 9月

1989年 8月

● 滋賀八日市工場を新設
● 京セラ事務機（株）を設立
● サイバネット工業など関連会社4社を10月1日付で合併し、

　新社名を「京セラ株式会社」とする
● （株）ヤシカを合併
● 「京都賞」顕彰事業などをおこなう（財）稲盛財団（現・公益財団

法人稲盛財団）設立を支援
● ウシオ電機（株）、セコム（株）、ソニー（株）、三菱商事（株）等24社

と第二電電企画（株）（第二電電（株）を経て、KDDI （株））を設立

● 米国にKyocera America, Inc.および

　Kyocera Electronics, Inc.を設立
● メキシコにKyocera Mexicana, S.A. de C.V.を設立
● エルコグループが京セラグループに参加

1990
1990年 1月

1990年 3月

1994年 1月

1995年 3月

1995年 7月

1995年 9月

1995年 12月

1996年 9月

1998年 8月

● AVX グループが京セラグループに参加

● 米国にKyocera Industrial Ceramics Corp.を設立
● 京セラ、任天堂等20社の出資により、（株）京都パープルサンガ

を設立
● 神奈川県横浜市に横浜R&Dセンター（現・横浜事業所）を設立し、

東京中央研究所を移管
● 京都府相楽郡の関西文化学術研究都市に中央研究所（現・けい

はんなリサーチセンター）を設立
● 中国に東莞石龍京セラ光学有限公司（現・東莞石龍京セラ有限

公司）を設立
● 京セラコミュニケーションシステム（株）を設立
● 鹿児島県隼人町（現・霧島市）にホテル京セラを開業
● 中国に上海京セラ電子有限公司を設立
● （株）京セラソーラーコーポレーションを設立
● 京都市伏見区に新本社ビルを建設し、本社を移転

2000
2000年 1月

2000年 2月

2000年 10月

2001年 1月

2002年 8月

2003年  5月

2003年 8月

2004年 2月

2004年 9月

2008年 4月

2009年 1月

2009年 8月

● 三田工業（株）が京セラミタ（株）（現・京セラドキュメントソリュー

ションズ（株））となり、京セラグループに参加
● 米国にKyocera Wireless Corpを設立
● 第二電電（株）、KDD（株）、日本移動通信（株）が合併し、（株）ディー

ディーアイ（現・KDDI（株））が発足

● Tycom Corp（現・Kyocera Precision Tools, Inc.）が京セラグルー

プに参加
● 東芝ケミカル（株）が京セラグループに参加
● 中国に京セラ（天津）太陽エネルギー有限公司を設立
● キンセキ（株）を完全子会社化
● 京セラSLCテクノロジー（株）（後の京セラサーキットソリュー

ションズ（株））を設立
● （株）ホテルプリンセス京都（ホテル日航プリンセス京都）が京セラ

グループ入り
● 日本メディカルマテリアル（株）（後の京セラメディカル（株））を

設立
● 三洋電機（株）の携帯電話事業等を承継
● TA Triumph-Adler AGが京セラグループに参加
● インドにKyocera Asia Pacific (India) Pvt. Ltd.を設立

2010
2010年 3月

2011年 7月

2011年 8月

2012年 2月

2012年 6月

2013年  10月

2015年  9月

2016年 4月

2016年　7月

2017年　4月

2017年　8月

2018年　1月

2018年 10月

2019年 4月

2019年 6月

2019年12月

2020年 4月

● 滋賀野洲事業所（現・滋賀野洲工場）内に、太陽電池セルの工場を竣工
● ユニメルコグループ（現・Kyocera Unimerco A/S）が京セラ

グループに参加
● ベトナムにKyocera Vietnam Management Company 

Limited（現・Kyocera Vietnam Co., Ltd.）を設立

● オプトレックス（株）が京セラグループに参加
● インドに切削工具の製造を行うKyocera CTC Precision Tools 

Private Limitedを設立
● 凸版NECサーキットソリューションズ（株）が京セラグループに参加
● 日本インター（株）が京セラグループに参加
● （株）京セラソーラーコーポレーションの太陽光発電機器の販売事

業ならびに京セラサーキットソリューションズ（株）、京セラケミカル

（株）を京セラ（株）に統合
● 北米の関連会社4社をKyocera International, Inc.に統合
● 京セラメディカル（株）、京セラクリスタルデバイス（株）、 京セラコネクタ

プロダクツ（株）を京セラ（株）に統合
● Senco Holdings, Inc.（現・Kyocera Senco Industrial Tools, Inc.）

が京セラグループに参加
● リョービ(株)の電動工具事業を承継し、京セライン ダストリアル

ツールズ(株)を設立
● 京セラディスプレイ（株）、京セラオプテック（株）を京セラ（株）に統合
● 太陽光発電システムを活用した電力サービス事業を行う、京セラ

関電エナジー合同会社を設立
● SouthernCarlson, Inc.が京セラグループに参加
● 宇部興産（株）との合弁会社、京セラ宇部RFテック（株）を設立
● （株）京セラソーラーコーポレーションを京セラコミュニケーション

システム（株）に統合

https://www.kyocera.co.jp/company/location/index.html
グループ拠点情報

日本

30社

アジア・
オセアニア

83社

ヨーロッパ・
中東・アフリカ

111社
北米・南米

74社
（2020年3月31日現在）

京セラグループ 合計298社
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