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本日のご説明内容

1. 当社の紹介

2. 新たな成長ステージに向けて

3. ESGの取り組み

4. 株主還元
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（2022年3月末現在）
最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

創業

1959年
本社所在地

京都市
グループ会社数

299社
連結従業員数

83,001名

時価総額

約2.5兆円
売上高

約1.8兆円
海外売上高比率

約7割
上場市場

東証プライム市場

(京セラ㈱を含む)

(2022年3月期実績) (2022年3月期実績)

代表取締役社長

谷本秀夫
代表取締役会長

山口悟郎

京セラの概要

(2023年2月17日終値)
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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】

【社是】

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

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

（ 敬 天 愛 人 ）

社是・経営理念
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①独自の経営哲学と経営手法

「人間として何が正しいか」を判断基準とし、経営理念を追求するための行動指針

アメーバと呼ばれる
小集団を独立採算で
運営する経営システム

公明正大で、
透明性の高い
実践的な会計原則

アメーバ
経営

京セラ
会計学

京セラフィロソフィ
(企業哲学）

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

京セラの強み
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（2022年12月末現在）

総資産

約4兆円

株主資本比率

約74％

強固な財務基盤と
高い株主資本比率により
安定経営が可能

②強固な財務基盤

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

京セラの強み

0

1

2

3

4

2018 2019 2020 2021 2022 2023

74.3% 76.3% 74.8% 74.2% 73.3% 74.4%

（単位：兆円）

※2023のみ2022年12月末現在

総資産 株主資本比率（％）

(3月期)
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ファインセラミック技術 無線通信技術 幅広い事業領域と
グローバル展開

創業からのコア技術を活かし、
産業機器からエレクトロニクス、
自動車、エネルギー分野まで
幅広く製品を展開

携帯端末や各種モジュールを提供
するとともに、基地局建設などのエン
ジニアリング事業も展開

世界各地で生産・販売・研究開
発活動を展開し、多様なお客様
をグローバルにサポート

③多様な要素技術及びグローバルな事業展開

京セラの強み
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京セラのファインセラミックス (1)

© KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

傷がつきにくい 熱に強い 電気を通さない

ファインセラミックスの特性

ファインセラミックスとは？
非金属・無機材料で、その製造工程において高温処理を
受けたセラミックス（陶磁器、ガラス、セメントなど）の一種
で、中でも、高度に制御・調整された「化学組成」や「製造
プロセス」によって製造され、特に高い材料特性や寸法精度
を備えたものを指す。

強度 耐熱性 絶縁性 耐プラズマ性

耐食性

誘電性

耐薬品性

and more・・・



9 © KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

極限の世界で活躍する京セラのファインセラミックス

京セラのファインセラミックス (2)

小惑星探査機「はやぶさ」、「はやぶさ2」の非常用電源のリチウムイオン電池端子部にファインセラミックスが採用

「はやぶさ2」 リチウムイオン電池とその端子部（電池蓋）

スマートフォンや自動車の必需品、半導体を作る立役者

プラズマが発生し、金属などが腐食する過酷な半導体製造装置
においてファインセラミック製品が採用

ドーム・チャンバー 静電チャック フォーカスリング

強度 耐食性

耐熱性 絶縁性

耐プラズマ性
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1960
(3月期)

1970 1980 1990 2000 2010

1959年
U字ケルシマ

1965年～
セラミックパッケージ・基板

1975年～
太陽電池の開発を開始

2023
(予想) 

（単位：億円）

1959年～
ファインセラミック技術を幅広い分野へ展開

今期は過去最高の売上高更新を予想（2兆円）

1979年～

機器事業へ参入し多角化を推進

1990年～

総合電子部品メーカーを目指し、
米国AVXグループ*1を連結子会社化

2000年～
複合機メーカー京セラミタ*2を
連結子会社化

技術の水平展開
事業の多角化

グローバル市場での事業拡大 付加価値の創造
新たな事業モデルの構築

1973年～
積層セラミックコンデンサを量産化

2011年～
空圧・電動工具

1991年～
携帯電話事業

*1 現 KYOCERA AVX Components Corporation *2 現 京セラドキュメントソリューションズ㈱

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

M&Aによる事業領域の拡大

1966年
アルミナ基板が米国IBM社に採用

京セラの成長の軌跡 ①売上高
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創業以来 黒字経営を継続

（単位：億円） 2001年、KDDIの合併に伴う
関連会社持分増加益1,741億円を含む

～～～

1960
(3月期)

1970 1980 1990 2000 2010

2008年
世界金融危機

2011年
・東日本大震災
・タイ洪水

4,002

1973年、1979年
オイルショック

1987年
ブラックマンデー

1991年
バブル崩壊

2001年
ITバブル崩壊

は暦年で記載

2023
(予想) 

2020年
新型コロナウイルス
感染症拡大

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

京セラの成長の軌跡 ②税引前利益



29%

19%

53%

12 © KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

2023年3月期
連結売上高（予想）

2兆円

コアコンポーネント

電子部品

ソリューション
祖業であるファインセラミック部品をはじめ、産業機械や
自動車関連、情報通信市場向けに様々な部品を展開

各種電子部品やデバイス等を、情報通信や
産業機器、自動車関連、民生市場向けに展開

一般向けから各種産業向けの空圧・
電動工具や、複合機及びプリンター、
スマートフォン、住宅用蓄電システム等
の多種多様な機器、システム、並びに
ソリューションサービスを展開

事業紹介

その他の事業/
消去及び調整

ｰ1％
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1. 当社の紹介

2. 新たな成長ステージに向けて

3. ESGの取り組み

4. 株主還元



4.2%

10%以上

2029年3月期までに
売上高 3兆円・税引前利益率 20％・ROE 10％以上を目指す

FY23/3（予想） FY26/3

8.5%

20.0%

© KYOCERA Corporation14最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

ROE

2029年3月期（目標）2023年3月期（予想）

2兆円

3兆円

売上高

➤ 注力分野における積極投資

➤ 業務効率の向上及び
事業戦略の見直し

業績目標達成に向けた2つの施策

売上
拡大

収益性
向上

京セラグループ 業績目標

目標

売上高
税引前利益率



1,171 
1,518 

1,800 

755 

841 

950 1,926 

2,359 

2,750 

15

デジタル化社会の多様なニーズに対応すべく
設備及び研究開発への積極的な投資を継続

研究開発費

設備投資額

2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期
(予想)

高シェア・高付加価値
製品への設備投資

【設備投資額及び研究開発費の推移(億円)】

注力分野における積極投資

売上拡大

© KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

2024年3月期～2026年3月期
(計画)

新事業創造に向けた
研究開発の促進3年間で1兆円超

を見込む
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5GやDXの進展に伴い
先端半導体や電子部品等の高収益部品需要が拡大

有機パッケージ

需要拡大が見込まれる当社部品

セラミックパッケージ

セラミックコンデンサ タンタルコンデンサ

半導体製造装置用ファインセラミック部品

売上拡大

© KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

高シェア・高付加価値製品への設備投資 (1)

半導体関連市場の見通し（当社予想）

1,857 

4,152 

ロジック (k wpm) メモリー (k wpm)

2022年 2030年

3,503 

5,107 

2022年 2030年

CAGR
約11％

CAGR
約5％

最先端品を中心に需要増を予想
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鹿児島川内工場 新棟 完成予想図
(2024年4月以降 順次稼働予定)

完成予想図

ベトナム工場 新棟
(2023年4月以降 順次稼働予定)

鹿児島国分工場 新棟 完成予想図
(2022年11月以降 順次稼働)

KYOCERA AVX タイ新工場
(2022年11月より順次稼働)

鹿児島国分工場 新棟 完成予想図
(2024年5月以降 順次稼働予定)

長崎諫早工場(仮称) 
(2026年 稼働予定)

売上拡大

© KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

国内新工場の建設

長崎県諫早市への
生産拠点の設立

高シェア・高付加価値製品への設備投資 (2)

国内外で工場棟を建設し、今下期より順次稼働予定



長年培ってきた多様な技術やリソースの活用により
社会課題を起点とした新事業創出を図る

18

売上拡大

© KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

インクジェット
捺染システム

路車協調
システム

・ 大量の産業排水の発生
・ 過剰生産による大量廃棄

・ 交通事故の発生

・ 気候変動

高効率
GaN*レーザー

AI協働ロボット

・ 労働力不足

社会課題 社会課題

社会課題 社会課題

新事業創造に向けた研究開発の促進 (1)

* 窒化ガリウム
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アパレル業界における、捺染時の産業排水と過剰生産による大量廃棄

×

複数部門で培った技術の融合により社会課題の解決に貢献

社会課題

 独自開発の顔料インク採用により水使用量99%削減

 リードタイムの大幅短縮により在庫の大量廃棄を抑制

京セラ㈱プリンティングデバイス部門 京セラドキュメントソリューションズ㈱
情報機器部門

インクジェット
プリントヘッド

機体及び
専用顔料インク

【インクジェット捺染システムの特長】

売上拡大

© KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

新事業創造に向けた研究開発の促進 (2)

インクジェット捺染システム
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（動画 約3分）

新事業創造に向けた研究開発の促進 (3)

https://www.kyocera.co.jp/newsroom/movie/2022/001884.html

https://www.kyocera.co.jp/newsroom/movie/2022/001884.html


21 © KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

安全な自動運転、安全運転支援に貢献

複数部門で培った技術の融合により社会課題の解決に貢献

売上拡大

自動運転社会における交通事故の発生社会課題

【路車協調システムの特長】

×通信技術 車載技術

新事業創造に向けた研究開発の促進 (4)

路車協調システム

ITS無線路側機*1 FIRカメラ*2＋

*1 ITS無線路側機：FIRカメラの検知結果をドライバーに共有
*2 FIR（遠赤外線）カメラ：歩行者などの位置や速度情報を検知



収益性向上

Cloud

スマートファクトリー導入による省人化、品質の安定化を推進

独自の社内デジタルサービスプラットホームをはじめ
SFA(営業支援システム)、RPA等の導入により、生産性向上を推進

◆ 製造部門

◆ 営業・間接部門

工程間の自動搬送 情報一元化及びAIを活用したビッグデータ分析

◆ 全社員 国内全社員にスマートフォンを配布
社内手続きや勤怠管理のデジタル化、ペーパーレス化を推進

業務効率の向上を図り、社員の意識や企業風土の変革を促進
22 © KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

業務効率の向上及び事業戦略の見直し (1)

デジタル化の推進
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収益性向上

© KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

✔ 低収益事業
✔ 低成長事業
✔ M&A後の経営統合（PMI*）が
遅れている事業

◆対象となる事業：

*PMI: Post Merger Integration 事業戦略、販売・管理体制、システム連携などの経営統合

マネジメント主導で事業の大幅縮小や他部門との統合、
撤退の可能性を含めた施策を検討

課題事業に対する新たな施策により、経営基盤を強化

業務効率の向上及び事業戦略の見直し (2)

抜本的な事業戦略見直し及びモニタリングの強化



10,560億円
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24 © KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

【事業セグメント別 業績目標】

売上拡大と収益性向上により、業績目標の達成を目指す

2029年3月期
(目標)

2023年3月期
(予想)

まとめ 業績目標達成に向けた施策

利益率売上高

2029年3月期
(目標)

2023年3月期
(予想)

高シェア・高付加価値製品への
優先的な設備投資

新事業創造に向けた研究開発の促進

コアコンポーネント 電子部品 ソリューション

事業セグメント別 業績目標達成に向けた施策

収益性
向上

売上
拡大

収益性
向上

売上
拡大

デジタル化を活用した生産性倍増 事業戦略見直しによる
新たな事業モデルの構築

コアコンポーネント

電子部品

ソリューション



25 © KYOCERA Corporation

1. 当社の紹介

2. 新たな成長ステージに向けて

3. ESGの取り組み

4. 株主還元



Environment（環境）：脱炭素社会への取り組み
京セラグループ長期環境目標
① 温室効果ガス排出量：

2031年3月期 46%削減（2020年3月期比）

② 再生可能エネルギー導入量：
2031年3月期 20倍（2014年3月期比）

③ 2051年3月期 カーボンニュートラル

Social（社会）：
多様な人材の活躍に向けた取り組み

Governance（ガバナンス）：
取締役会の監督機能強化

●独立社外取締役比率を1/3に向上
●経営経験者が独立社外取締役に就任

両立支援（育児、介護、治療）

男性の育児参加の推進

女性活躍の推進

働き方改革（在宅勤務、フレックスタイム）

and more・・・

取締役合計

15名

うち社内 12 名、独立社外 3 名

独立社外比率
1/5

取締役合計

9名

2021年6月～

うち社内 6 名、独立社外 3 名

独立社外比率
1/3

ESGの主な取り組み

© KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。 26

国際的環境団体
SBTイニシアティブの認定を取得
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魅力あるオフィス、働きやすい職場環境の構築

● 各拠点にコミュニケーションスペースや共用のワークスペースを設置

● 今夏、利便性の高い東京都港区に新東京事業所を開所予定

きりしまR&Dセンター 交流ラウンジ京都本社 食堂カフェテリア 東京三田再開発プロジェクト・オフィスタワー(仮称)
(2023年夏以降 入居予定)

完成予想図

「働きやすさ」の向上

© KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

多様な人材の活用により、成長発展を図る
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● 2020年3月より「TCFDの提言」に賛同

● 優良な子育てサポート企業として、
2021年に「プラチナくるみん」の認定を取得

● 「PRIDE指標」で最高評価ゴールドを
2年連続（2021年、2022年）受賞

PRIDE指標：
職場におけるLGBTQなどの性的マイノリティに関する
取り組みの評価指標

TCFD：
Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures（気候関連財務情報開示タスクフォース）

(ご参考) イニシアティブへの参画・社外からの評価

© KYOCERA Corporation最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

● 世界的なESG投資指標
「Dow Jones Sustainability 
Asia Pacific Index」の構成銘柄に
2021年度より2年連続で選定
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1. 当社の紹介

2. 新たな成長ステージに向けて

3. ESGの取り組み

4. 株主還元
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記念配当
20円含む

2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

配当性向

株主還元方針

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

1株当たり
配当金
(単位：円)

▶配当性向50％程度を目安とする配当金 自社株買いを適宜実施

2014年3月期より
30％以上

2017年3月期より
40％程度

50％程度
▶株主還元策として自社株買いを適宜実施

2020年3月期より

自社株買い
約400億円

(総還元性向：87.8%)

自社株買い
約241億円

(総還元性向：60.0%)

33.1% 31.7% 33.6%
38.9%

55.8%
49.1%

53.8% 56.2%

43.8%

57.9%

30

2023年3月期
（予想）

株主還元

配当性向



© KYOCERA Corporation31

株主の皆様に京セラグループの製品·サービスを
特別価格や特別企画にてご提供

ホテル日航プリンセス京都やホテル京セラの株主様限定
ご利用プランやお取り寄せグルメをご提供

特典例

ホテル日航プリンセス京都 ホテル京セラ（鹿児島）

● 毎年3月末·9月末の株主名簿に記載された全株主様に、それぞれ、6月下旬、12月上旬に新たな内容のカタログ「株主様通信販売のご案内」をお送りしています。
● 株主優待の内容、ご提供期間はご案内時期によって異なります。

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

宝飾品やキッチン用品、電動工具・ガーデン機器・
清掃機器、複合機・プリンターを特別価格にてご提供

京セラ製太陽光発電システムや蓄電システムを
ご購入いただいた方へギフト券をプレゼント

株主優待



© KYOCERA Corporation32最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

個人投資家の皆様向け 京セラグループ紹介ページ

IRメール配信サービス登録フォーム
https://www.kyocera.co.jp/ir/mail
_magazine.html

決算発表やプレスリリース等のIR情報を、タイムリーにメール受信いただけます。

業績ハイライトや配当金予想、会社案内映像等を掲載しております。

個人投資家の皆様へページ
https://www.kyocera.
co.jp/ir/individual/
advantage/index.html

IRメール配信サービス

●会社案内映像・パンフレット●配当金予想●業績ハイライト

当社IRサイト・メール配信サービスのご紹介

是非ご登録ください

https://www.kyocera.co.jp/ir/mail_magazine.html
https://www.kyocera.co.jp/ir/mail_magazine.html
https://www.kyocera.co.jp/ir/individual/advantage/index.html
https://www.kyocera.co.jp/ir/individual/advantage/index.html
https://www.kyocera.co.jp/ir/individual/advantage/index.html
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＜ご参考＞
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リアルタイムの当社株価情報をご確認いただけます
https://www.kyocera.co.jp/ir/s_info/chart.html

IRサイト
トップページより

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

株価情報

https://www.kyocera.co.jp/ir/s_info/chart.html


売上高

ドル

ユーロ

(8.1%)
148,910

-24,414 -16.4%

-14.6%-28,947

-28,910

131円
134円
137円

2023年3月期予想 増減金額 増減率

1,838,938 2,000,000 161,062 8.8%

2022年3月期

112円

-19.4%

411.15 345.49

120,000
(6.0%)

170,000
(8.5%)

124,000
(6.2%)(8.1%)

148,414

(10.8%)
198,947

営業利益

税引前利益

親会社の所有者に
帰属する当期利益

平均為替
レート

基本的EPS(円)
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2023年3月期通期 業績予想 (1)

（単位：百万円）

注1:（ ）内の数字は売上高比率 注2: 2023年3月期予想の基本的EPSは、2023年3月期第3四半期累計の期中平均株式数を用いて算出


Sheet1

								2022年3月期 ネン ガツキ						2023年3月期予想 ネン ガツキ ヨソウ						増減金額 ゾウゲン キンガク				増減率 ゾウゲン リツ





		売上高 ウリアゲ ダカ						1,838,938						2,000,000						161,062				8.8%





		営業利益 エイギョウリエキ						148,910						120,000						-28,910				-19.4%

								(8.1%)						(6.0%)



		税引前利益 ゼイヒ マエ リエキ						198,947						170,000						-28,947				-14.6%

								(10.8%)						(8.5%)



		親会社の所有者に
帰属する当期利益 オヤカイシャ ショユウシャ キゾク トウキ リエキ						148,414						124,000						-24,414				-16.4%

								(8.1%)						(6.2%)



		基本的EPS(円) キホンテキ エン						411.15						345.49



		平均為替
レート ヘイキンカワセ		ドル				112円 エン						134円 エン

				ユーロ				131円 エン						137円 エン
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注:（ ）内の数字は売上高比率

（単位：百万円）

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

2023年3月期通期 業績予想 (2)

設備投資額

有形固定資産
減価償却費

研究開発費

28,229 18.6%

19,771 21.9%

10,877 12.9%

2023年3月期予想 増減金額 増減率2022年3月期

151,771
(8.3%) (9.0%)

180,000

(4.9%)
90,229 110,000

(4.6%)
84,123

(4.8%)
95,000

(5.5%)


Sheet1

								2022年3月期 ネン ガツキ						2023年3月期予想 ネン ガツキ ヨソウ						増減金額 ゾウゲン キンガク				増減率 ゾウゲン リツ



		設備投資額 セツビ トウシ ガク						151,771						180,000						28,229				18.6%

								(8.3%)						(9.0%)

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン						90,229						110,000						19,771				21.9%

		減価償却費						(4.9%)						(5.5%)

		研究開発費 ケンキュウカイハツ ヒ						84,123						95,000						10,877				12.9%

								(4.6%)						(4.8%)
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金額 構成比 金額 構成比

527,933 28.7% 585,000 29.3% 57,067 10.8%
  産業・車載用部品 172,908 9.4% 197,000 9.9% 24,092 13.9%

  半導体関連部品 327,746 17.8% 360,000 18.0% 32,254 9.8%

  その他 27,279 1.5% 28,000 1.4% 721 2.6%

339,102 18.4% 373,000 18.7% 33,898 10.0%
983,689 53.5% 1,056,000 52.8% 72,311 7.4%

  機械工具 251,062 13.7% 312,000 15.6% 60,938 24.3%

  ドキュメントソリューション 366,691 19.9% 429,500 21.5% 62,809 17.1%

  コミュニケーション 262,306 14.3% 198,500 9.9% -63,806 -24.3%

  その他 103,630 5.6% 116,000 5.8% 12,370 11.9%

  その他の事業 17,817 1.0% 23,000 1.1% 5,183 29.1%
  調整及び消去 -29,603 -1.6% -37,000 -1.9% -7,397 －

1,838,938 100.0% 2,000,000 100.0% 161,062 8.8%

増減金額 増減率

ソリューション

売上高

コアコンポーネント

2022年3月期

電子部品

2023年3月期予想
（単位：百万円）

事業セグメント別
売上高

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

2023年3月期通期 事業セグメント別売上高予想


Sheet1

								2022年3月期 ネン ガツ						2023年3月期予想 ネン ガツキ ヨソウ						増減金額 ゾウゲン キンガク		増減率 ゾウゲン リツ

								金額 キンガク		構成比 コウセイ ヒ				金額 キンガク		構成比 コウセイ ヒ

				コアコンポーネント				527,933		28.7%				585,000		29.3%				57,067		10.8%

						  産業・車載用部品 サンギョウ シャサイ ヨウ ブヒン		172,908		9.4%				197,000		9.9%				24,092		13.9%

						  半導体関連部品 ハンドウタイ カンレン ブヒン		327,746		17.8%				360,000		18.0%				32,254		9.8%

						  その他 タ		27,279		1.5%				28,000		1.4%				721		2.6%

				電子部品 デンシ ブヒン				339,102		18.4%				373,000		18.7%				33,898		10.0%

				ソリューション				983,689		53.5%				1,056,000		52.8%				72,311		7.4%

						  機械工具 キカイ コウグ		251,062		13.7%				312,000		15.6%				60,938		24.3%

						  ドキュメントソリューション		366,691		19.9%				429,500		21.5%				62,809		17.1%

						  コミュニケーション		262,306		14.3%				198,500		9.9%				-63,806		-24.3%

						  その他 タ		103,630		5.6%				116,000		5.8%				12,370		11.9%

						  その他の事業 タ ジギョウ		17,817		1.0%				23,000		1.1%				5,183		29.1%

						  調整及び消去 チョウセイ オヨ ショウキョ		-29,603		-1.6%				-37,000		-1.9%				-7,397		－

				売上高 ウリアゲ ダカ				1,838,938		100.0%				2,000,000		100.0%				161,062		8.8%









金額 売上高比 金額 売上高比

61,640 11.7% 85,000 14.5% 23,360 37.9%
  産業・車載用部品 19,872 11.5% 25,000 12.7% 5,128 25.8%

  半導体関連部品 44,239 13.5% 63,500 17.6% 19,261 43.5%

  その他 -2,471 ー -3,500 ー -1,029 ー

47,896 14.1% 45,000 12.1% -2,896 -6.0%
68,730 7.0% 42,000 4.0% -26,730 -38.9%

  機械工具 27,211 10.8% 25,000 8.0% -2,211 -8.1%

  ドキュメントソリューション 33,334 9.1% 34,000 7.9% 666 2.0%

  コミュニケーション 15,288 5.8% -14,000 ー -29,288 ー

  その他 -7,103 ー -3,000 ー 4,103 ー

  その他の事業 -14,649 ー -28,500 ー -13,851 －
事業利益　計 163,617 8.9% 143,500 7.2% -20,117 -12.3%
  本社部門損益等 35,330 ー 26,500 ー -8,830 -25.0%
税引前利益 198,947 10.8% 170,000 8.5% -28,947 -14.6%

増減率増減金額

ソリューション

コアコンポーネント

2022年3月期

電子部品

2023年3月期予想

© KYOCERA Corporation38

（単位：百万円）

事業セグメント別
利益

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。

2023年3月期通期 事業セグメント別利益予想


Sheet1

																						（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

								2021年3月期上期 ネン ガツキ カミキ						2022年3月期上期 ネン ガツキ カミキ						増減 ゾウゲン

								金額 キンガク		構成比 コウセイ ヒ				金額 キンガク		構成比 コウセイ ヒ				金額 キンガク		率 リツ

				コアコンポーネント				424,669						481,000						49,080

						産業・車載用部品 サンギョウ シャサイ ヨウ ブヒン		135,884						163,000						23,135

						半導体関連部品 ハンドウタイ カンレン ブヒン		263,595						290,000						26,006

						その他 タ		25,190						28,000						-61

				電子部品 デンシ ブヒン				273,002						320,000						37,804

				ソリューション				835,213						950,000						84,694

						機械工具 キカイ コウグ		193,066						225,000						29,379

						ドキュメントソリューション		316,226						360,000						34,539

						コミュニケーション		232,739						265,000						12,774

						その他 タ		93,182						100,000						8,002

						その他 タ		18,169						29,000						4,452

						調整及び消去 チョウセイ オヨ ショウキョ		-24,156						-30,000						-2,670

				売上高 ウリアゲ ダカ				1,526,897						1,750,000						173,360





								2022年3月期 ネン ガツキ						2023年3月期予想 ネン ガツ ヨソウ						増減金額 ゾウゲン キンガク		増減率 ゾウゲン リツ

								金額 キンガク		売上高比 ウリアゲダカ ヒ				金額 キンガク		売上高比 ウリアゲダカ ヒ

				コアコンポーネント				61,640		11.7%				85,000		14.5%				23,360		37.9%

						  産業・車載用部品 サンギョウ シャサイヨウ ブヒン		19,872		11.5%				25,000		12.7%				5,128		25.8%

						  半導体関連部品 ハンドウタイ カンレン ブヒン		44,239		13.5%				63,500		17.6%				19,261		43.5%

						  その他 タ		-2,471		ー				-3,500		ー				-1,029		ー

				電子部品				47,896		14.1%				45,000		12.1%				-2,896		-6.0%

				ソリューション				68,730		7.0%				42,000		4.0%				-26,730		-38.9%

						  機械工具 キカイ コウグ		27,211		10.8%				25,000		8.0%				-2,211		-8.1%

						  ドキュメントソリューション		33,334		9.1%				34,000		7.9%				666		2.0%

						  コミュニケーション		15,288		5.8%				-14,000		ー				-29,288		ー

						  その他 タ		-7,103		ー				-3,000		ー				4,103		ー

						  その他の事業 タ ジギョウ		-14,649		ー				-28,500		ー				-13,851		－

		事業利益　計 ジギョウ リエキ ケイ						163,617		8.9%				143,500		7.2%				-20,117		-12.3%

						  本社部門損益等		35,330		ー				26,500		ー				-8,830		-25.0%

		税引前利益 ゼイビ マエ リエキ						198,947		10.8%				170,000		8.5%				-28,947		-14.6%









・適宜実施

・高需要、高シェア、
高採算品への優先順位
付けを明確化した上で
生産能力を増強

・新規事業創造に向けた
取り組みを強化

・配当方針に基づいた
安定的、持続的な配当金

© KYOCERA Corporation

M&A・自社株買い等

2027年3月期以降
業績目標達成に向けた
進捗状況を踏まえ、
最適資本配分を改めて
検討

配当金
約1,800億円

M&A 約600億円
自社株買い 241億円

（研究開発費控除前）

営業CF
1.4～1.5兆円

程度

配当金
3~4,000億円

程度

M＆A・
自社株買い
ほか

直近3年間累計

手元資金
約400億円

成長分野への積極投資

配当金

KDDI株式を
活用した

資金調達など
5,000億円
程度

（研究開発費控除前）
営業CF

約9,400億円

設備投資額
約4,700億円

研究開発費
3~4,000億円

程度

研究開発費
約2,500億円

設備投資額
8~9,000億円

程度

39

業績目標達成に向けたキャピタルアロケーションイメージ

（2021年3月期～2023年3月期予想）

2024年3月期～2026年3月期
3年間累計(想定)

最終ページに記載の「将来の見通しに関する記述等について」にご留意ください。
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(1) 日本及び世界経済の一般的な状況
(2) 当社が事業や輸出を行う国における経済、政治、法律面の諸条件の想定外の変化
(3) 為替レートの変動が当社の事業実績に及ぼす影響
(4) 当社製品が直面する激しい競争による圧力
(5) 当社の生産活動に用いられる原材料のサプライヤーの供給能力及びその価格の変動
(6) 外部委託先や社内工程における製造の遅延又は不良の発生
(7) 今後の取り組み又は現在進行中の研究開発が期待される成果を生まない事態
(8) 買収した会社又は取得した資産から成果や事業機会が得られない事態
(9) 優れた人材の確保が困難となる事態
(10) サイバー攻撃等により当社の情報セキュリティが被害を受ける事態及びその復旧や維持に多額の費用が必要となるリスク
(11) 当社の企業秘密及び特許を含む知的財産権の保護が不十分である事態
(12) 当社製品の製造及び販売を続ける上で必要なライセンスにかかる費用
(13) 既存の法規制又は新たな法規制への意図しない抵触
(14) 環境規制の強化による環境に関わる賠償責任及び遵守義務の負担
(15) 世界的な気候変動に関連する諸課題への対応遅れによるコスト増や企業ブランドの低下を招く事態
(16) 疾病・感染症の発生・拡大、テロ行為、国際紛争やその他類似の事態が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす影響
(17) 地震その他の自然災害によって当社の本社や主要な事業関連施設並びに当社のサプライヤーや顧客が被害を受ける事態
(18) 売掛債権の信用リスク
(19) 当社が保有する金融商品の価値の変動
(20) 当社の有形固定資産、のれん並びに無形資産の減損処理
(21) 繰延税金資産及び法人税等の不確実性
(22) 会計基準の変更

この資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点で入手できる情報に鑑みて、当社が予想を行い、所信を表明したものであり、既知及び未知のリスク、
不確実な要因及びその他の要因を含んでいます。これらのリスク、不確実な要因及びその他の要因は下記を含みますが、これらに限られるものではありません。

上記のリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、将来の見通しに明示又は黙示される将来の
業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に含まれている将来の見通しについて、その内容を更新し公表する責任を
負いません。

将来の見通しに関する記述等について
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(注) 2019年3月期より、従来の米国会計基準に替えて国際会計基準(IFRS)を適用しています。
これに伴い、2018年3月期の業績についてもIFRSに組み替えて表示しています。また、IFRSに準拠した科目で表示しています。
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				(12)		当社製品の製造及び販売を続ける上で必要なライセンスにかかる費用

				(13)		既存の法規制又は新たな法規制への意図しない抵触

				(14)		環境規制の強化による環境に関わる賠償責任及び遵守義務の負担

				(15)		世界的な気候変動に関連する諸課題への対応遅れによるコスト増や企業ブランドの低下を招く事態 カンレン ショカダイ タイオウ オク ゾウ キギョウ テイカ マネ ジタイ

				(16)		疾病・感染症の発生・拡大、テロ行為、国際紛争やその他類似の事態が当社の市場及びサプライチェーンに及ぼす影響

				(17)		地震その他の自然災害によって当社の本社や主要な事業関連施設並びに当社のサプライヤーや顧客が被害を受ける事態
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				(19)		当社が保有する金融商品の価値の変動

				(20)		当社の有形固定資産、のれん並びに無形資産の減損処理
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				(22)		会計基準の変更

				上記のリスク、不確実な要因及びその他の要因により、当社の実際の業績、事業活動、展開又は財政状態は、将来の見通しに明示又は黙示される将来の
業績、事業活動、展開又は財政状態と大きく異なる場合があります。当社は、この資料に含まれている将来の見通しについて、その内容を更新し公表する責任を負いません。 シリョウ









© KYOCERA Corporation


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18
	スライド番号 19
	スライド番号 20
	スライド番号 21
	スライド番号 22
	スライド番号 23
	スライド番号 24
	スライド番号 25
	スライド番号 26
	スライド番号 27
	スライド番号 28
	スライド番号 29
	スライド番号 30
	スライド番号 31
	スライド番号 32
	スライド番号 33
	スライド番号 34
	スライド番号 35
	スライド番号 36
	スライド番号 37
	スライド番号 38
	スライド番号 39
	スライド番号 40
	スライド番号 41
	スライド番号 42

