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京セラ株式会社 会社説明会 

（2023年 2月実施） 

 

執行役員 経営管理本部長 千田浩章 スピーチ 

 

＜表紙＞ 

＜スライド 1、2：（中表紙）＞ 

＜スライド 3：京セラの概要＞ 

当社は 1959年に「京都セラミック株式会社」として、稲盛和夫が京都で創業しました。現在

は会長の山口、社長の谷本のもと、事業を展開しています。 

2022年 3月末時点で、世界各国にあるグループ会社は 299社、従業員数はグループ全体で約

8.3万名にまで成長しています。東京証券取引所プライム市場に上場しており、時価総額は、

2023年 2月 17日の終値ベースで約 2.5兆円です。また、前期の売上高は約 1.8兆円で、そ

のうちの約 7割が海外向けとなっています。 

 

＜スライド 4：社是・経営理念＞ 

次に、当社の社是・経営理念についてご説明します。 

社是は「敬天愛人」、経営理念は「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」です。京セラグループの経営の原点は、創業者である稲盛

が掲げたこの理念にあり、現在もこの経営理念をベースに様々な事業を展開しています。 

 

＜スライド 5：京セラの強み ①独自の経営哲学と経営手法＞ 

続いて、当社の強みをご説明します。 

強みの 1つ目は、独自の経営哲学と経営手法です。経営のベースにあるのは、図の赤色部分

にあります「人間として何が正しいか」を判断基準とした「京セラフィロソフィ」であり、

経営理念を実現するための指針として全社員で共有しています。また、独自の経営管理手法

として、青色で示しています「アメーバ経営」を用いています。会社組織をアメーバと呼ば

れる小集団に分け、それぞれを独立採算で運営しています。この「アメーバ経営」を、公明

正大で透明性の高い会計原則によって支えているのが、緑色で示しています「京セラ会計

学」です。当社は、この企業哲学や会計に関する考え方とアメーバ経営による全員参加経営

に基づき、事業を展開しています。 

 

＜スライド 6：京セラの強み ②強固な財務基盤＞ 

強みの 2つ目は、強固な財務基盤です。 
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2022年 12月末の総資産は約 4兆円、総資産に占める株主資本比率は約 74％となっていま

す。この強固な財務基盤と高い株主資本比率により、急速に変化する事業環境下においても

安定した経営を行うことができています。 

 

＜スライド 7：京セラの強み ③多様な要素技術及びグローバルな事業展開＞ 

強みの 3つ目は、多様な要素技術及びグローバルな事業展開です。 

創業からのコア技術であるファインセラミック技術に加え、携帯端末などで培った無線通信

技術を活用し、幅広い市場に様々な製品やサービスを供給しています。また、これらの事業

を展開するうえで、当社は世界各地で生産、販売、研究開発活動を行うとともに、お客様の

サポートに取り組んでいます。 

次のスライドより、創業からの強みであるファインセラミックスについてご説明します。 

 

＜スライド 8：京セラファインセラミックス（1）＞ 

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します。 

ファインセラミックスには、傷がつきにくい、熱に強い、電気を通さないなど、様々な特性

があり、幅広い分野で活用されています。 

京セラは 60年以上にわたる研究開発と優れた技術力で、200種類以上のファインセラミッ

ク材料を活かし、数多くの独自製品を提供しています。 

 

＜スライド 9：京セラファインセラミックス（2）＞ 

例えば、今では私たちの生活に欠かすことのできないスマートフォンや自動車には多くの半

導体が使われています。この半導体の製造装置には、プラズマが発生する過酷な環境があ

り、腐食しにくい性質をもつファインセラミック部品が採用されています。 

また、航空宇宙分野においても京セラのファインセラミックスが活躍しています。世界で初

めて小惑星から物質を持ち帰ることに成功した日本の小惑星探査機「はやぶさ」には、非常

用電源としてリチウムイオン電池が搭載されましたが、その電池の端子部に京セラのファイ

ンセラミック部品が採用されていました。 

このようにファインセラミックスは様々な特性を活かし、私たちの豊かな暮らしや幅広い産

業を支えています。 

 

＜スライド 10：京セラの成長の軌跡 ①売上高＞ 

続いて、当社の成長の軌跡についてご説明します。 
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こちらのスライドは創業時からの売上高の推移と、主な事業の変遷を示しています。当社は

ブラウン管テレビ向け絶縁部品である「U字ケルシマ」の製造からスタートし、その後、幅

広い分野へファインセラミック技術を展開してきました。1966年に米国 IBM社の大型コン

ピュータへ当社の基板が採用されたことで、業界での高い信用力を得ました。これにより、

ICを保護する部品である当社のセラミックパッケージの売上は急速に伸び、成長を牽引し

ました。1970年代には、これまで培った技術をさらに応用展開し、太陽電池の開発を始め

るとともに、M&Aによる事業領域の拡大を進め、携帯電話やプリンターなどの機器事業へ参

入しました。 

このように事業領域の拡大を通じて売上増加に努めてきた結果、今期は過去最高となる 2兆

円を達成する見通しです。 

 

＜スライド 11：京セラの成長の軌跡 ②税引前利益＞ 

また、当社は、1970年代のオイルショックをはじめ、2008年の金融危機や 3年前から続く

新型コロナウイルス感染症拡大など、創業以来幾度となく困難に遭遇しましたが、柱となる

複数の事業を持ち幅広い市場へ展開することで、創業から今日まで一度も赤字となることな

く黒字経営を継続しています。 

 

＜スライド 12：事業紹介＞ 

続いて、当社の事業をご紹介します。当社の事業は 3つのセグメントで構成されており、ス

ライドの円グラフは売上高構成比を示しています。 

約 29％を占める「コアコンポーネント」では、当社の祖業であるファインセラミック部品

をはじめとする様々な部品を、産業機械や自動車関連、情報通信市場向けに展開していま

す。主要製品は半導体製造装置向け部品や半導体パッケージ、車載カメラです。また、人工

関節などの医療関連製品も含まれます。 

続いて「電子部品」です。構成比は約 19％であり、各種電子部品やデバイスなどを情報通

信や産業機器、自動車関連、民生市場向けに展開しています。主要製品はセラミックやタン

タルコンデンサ、水晶部品、コネクタなどです。 

最後に「ソリューション」です。構成比の約 53％を占めています。一般向けから各種産業

向けの空圧・電動工具、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な

ど、多種多様な機器やシステム、ソリューションサービスを展開しています。 

 

＜スライド 13：（中表紙）新たな成長ステージに向けて＞ 

次に、新たな成長ステージに向けた取り組みについてご説明します。 

 

＜スライド 14：京セラグループ 業績目標＞ 

当社の業績目標です。2029年 3月期までに売上高 3兆円、税引前利益率 20％、ROE10％以上

の達成を目指しており、この目標に向け、売上拡大と収益性向上に努めています。 
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＜スライド 15：注力分野における積極投資＞ 

まず、売上拡大に向けた、注力分野における積極投資についてご説明します。当社はデジタ

ル化社会における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し

ています。 

こちらのグラフは設備投資額と研究開発費の推移です。左端の 2021年 3月期には約 1,900

億円の投資額でしたが、今期は過去最高となる 2,750億円を計画しています。また、今後も

高水準な投資を維持する方針であり、来期以降の 3年間の合計では 1兆円を超える投資を計

画しています。 

引き続き高シェア・高付加価値製品への設備投資と、新事業創造に向けた研究開発を促進し

てまいります。 

 

＜スライド 16：高シェア・高付加価値製品への設備投資（1）＞ 

今後の設備投資計画についてご説明します。スライド左側のグラフは、ロジック及びメモリ

ー半導体の市場見通しです。足元では旧世代品の充足感から一時的に需要の調整が見られる

ものの、5Gや DXの進展に伴い 2030年にかけては最先端品を中心に、ロジックは年平均約

11％、メモリーは同約 5％の堅調な成長が見込まれています。 

当社はスライド右側に示しています半導体製造装置用のファインセラミック部品をはじめ、

各種パッケージやコンデンサといった、高シェアで高収益な部品を先端半導体向けに多く供

給しており、今後もこれら部品の需要が拡大するものと見込んでいます。 

 

＜スライド 17：高シェア・高付加製品への設備投資（2）＞ 

このような高需要を着実に収益につなげるため、国内外において複数の工場棟の建設を行っ

ており、今下期以降、順次稼働する予定です。 

また、今後の成長発展に向けて増産投資を行うにあたり、既存工場のみではさらなる拡張が

困難であることから、昨年末、長崎県諫早市における工場用地の取得計画を発表しました。

長崎県への生産拠点の進出は当社としては初めてであり、2026年の稼働を予定していま

す。 

 

＜スライド 18：新事業創造に向けた研究開発の促進（1）＞ 

次に研究開発です。当社は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に向けて研究開発を進めています。 

左上は低炭素社会への貢献が可能な高効率 GaN（窒化ガリウム）レーザーです。用途拡大が

進んでおり、今期、新製品の投入を行っています。また、右上は生産現場における労働力不

足の解決に貢献する AI協働ロボットシステムです。こちらは、来期中の販売開始を予定し

ています。 

左下はインクジェット捺染システム、右下は路車協調システムです。これらは当社の複数部

門で培った技術の融合により開発を進めているものです。 



5 

 

＜スライド 19：新事業創造に向けた研究開発の促進（2）＞ 

まず、インクジェット捺染システムについてご説明します。 

捺染とは布地にデザイン柄をプリントすることです。当社のシステムは、アパレル業界が抱

える社会課題である、捺染時の産業排水や過剰生産による在庫の大量廃棄の解決に貢献する

ことができます。特長は、独自に開発した顔料インクを採用することで、従来の染色に比べ

水の使用量を 99％削減することが可能となることです。また、小ロット生産にも柔軟に対

応でき、最短の工程でリードタイムを大幅に短縮できることから、在庫の大量廃棄の抑制に

も貢献できると考えています。 

当社はこれまでも、アパレル業界の捺染機器向けにインクジェットプリントヘッドを供給し

てきました。当システムは、このインクジェットプリントヘッドの事業と、紙に印刷するプ

リンターや複合機を手掛けてきた京セラドキュメントソリューションズの情報機器部門が連

携して開発を進めています。 

 

＜スライド 20：新事業創造に向けた研究開発の促進（3）＞ 

次に路車協調システムです。まずは動画をご覧ください。 

 

＜スライド 21：新事業創造に向けた研究開発の促進（4）＞ 

当社は通信と車載の両分野で培った技術を応用し、ITS（Intelligent Transport Systems、

高度道路交通システム）無線路側機及び FIR（Far Infrared Rays、遠赤外線）カメラセン

シングシステムを開発しています。インフラシステムによる路車協調を普及させることで、

より安心・安全なモビリティ社会の実現に貢献していきます。 

 

＜スライド 22：業務効率の向上及び事業戦略の見直し（1）＞ 

続いて、収益性向上に向けた業務効率の向上及び事業戦略の見直しについてご説明します。

1つ目の取組みはデジタル化の推進による業務効率の向上です。 

当社は今期、社内手続きや勤怠管理をスマートフォンで完結できるよう、国内の全社員にス

マートフォンを配布するなど、全社的なデジタル化を進めています。製造部門においては、

スマートファクトリーを導入することで、省人化や品質の安定化を推進しています。また、

営業・間接部門では、生産性向上に役立つ各種システムの導入を進めています。 

デジタル化を通して業務効率の向上を図るとともに、社員の意識や企業風土の変革を促進

し、持続的な成長の実現を目指します。 

 

＜スライド 23：業務効率の向上及び事業戦略の見直し（2）＞ 

2つ目の取組みは、抜本的な事業戦略の見直し及びモニタリングの強化です。 

各事業を利益率にてランク分けし、低収益や低成長、また、M&A実施後の経営統合が遅れて

いる事業を対象に、マネジメント主導で事業の大幅縮小や他部門との統合、さらに撤退の可

能性も含めた施策の検討を進めています。 
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この課題事業に対する新たな取り組みにより、経営基盤の強化を図っていきます。 

 

＜スライド 24：まとめ 業績目標に向けた施策＞ 

当社は売上拡大と収益性向上により、2029年 3月期までに業績目標の達成を目指します。

部品事業である「コアコンポーネント」及び「電子部品」では、高シェア・高付加価値製品

への設備投資の実施、及びデジタル化の活用による生産性倍増を図ります。「ソリューショ

ン」では新事業創造に向けた研究開発を促進するとともに、課題事業に対する抜本的な戦略

見直しにより、新たな事業モデルを構築していきます。 

下段のグラフは事業セグメント別の売上高及び利益率目標です。売上高 3兆円の業績目標達

成時には、「コアコンポーネント」で売上高 1兆円、利益率 24％、「電子部品」で 6,000億

円、利益率 25％、「ソリューション」で 1兆 4,000億円、利益率 14％を目標としています。 

 

＜スライド 25：（中表紙）ESGの取り組み＞ 

続いて、ESGの主な取り組みについてご説明します。 

 

＜スライド 26：ESGの主な取り組み＞ 

最初に E、環境課題への取り組みです。 

当社は CO2などの温室効果ガス排出量削減に向けた取り組みを推進しており、その一環とし

て長期環境目標を掲げ、国際的な環境団体である SBTイニシアティブより認定を取得しまし

た。目標の 1つ目は、温室効果ガス排出量を 2031年 3月期に、2020年 3月期比で 46％削

減、2つ目は、再生可能エネルギー導入量を 2031年 3月期に、2014年 3月期比で 20倍とす

ることを目標としました。そして 3つ目として、国が定める 2051年 3月期にカーボンニュ

ートラルを目指します。 

次に、左下の S、社会の観点では、働き方改革や女性の活躍推進、育児や介護との両立支援

など、多様な人材が働きがいをもって活躍できる職場環境を実現するため、様々な取り組み

を行っています。 

ESGの取り組みの最後に、右下の G、ガバナンスです。意思決定の迅速化と監督機能の強化

を図るため、2021年 6月に取締役会の構成を見直しました。これにより、独立社外取締役

の比率は従来の 1/5から 1/3へと向上しました。また、経営経験者の方に独立社外取締役に

就任いただいたことで、取締役会での議論はこれまで以上に活発化しています。 

今後も更なるガバナンス強化を図ります。 

 

＜スライド 27：「働きやすさ」の向上＞ 

当社は、多様な人材の活用が企業の成長発展を促すと考えており、社員一人一人がいきいき

と活躍できるよう、「働きやすさ」の向上に向けた様々な取り組みを行っています。その一

つが、魅力あるオフィスや働きやすい職場環境の構築を目指した取り組みです。 
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各拠点に、社内や取引先との交流の活性化などを目的としたコミュニケーションスペースや

ワークスペースの設置を進めています。また、この夏には新東京事業所を開所します。首都

圏に点在する拠点を、より利便性の高い東京都港区にある新オフィスへ統合する予定です。 

 

＜スライド 28：（ご参考）イニシアティブへの参画・社外からの評価＞ 

ESGに関するご参考情報として、イニシアティブへの参画や社外からの評価をいくつかご紹

介します。 

上段左側です。当社は、2020年 3月に気候変動に関する情報開示のフレームワークが示さ

れている TCFDの提言への賛同を表明しました。上段右側ですが、世界有数の ESG投資指標

の一つである「Dow Jones Sustainability Index」において、日本を含むアジア・太平洋地

域を対象にした「Dow Jones Sustainability Asia Pacific Index」の構成銘柄に、2021年

度から 2年連続で選定されています。下段左側は、優良な子育てサポート企業に対して厚生

労働省が認定を行う「プラチナくるみん」です。当社は 2021年に認定を取得しました。下

段右側、企業の 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である「PRIDE

指標」において、最高評価である「ゴールド」を 2021年、2022年と 2年連続で受賞しまし

た。 

これからも持続的な企業成長に向けて、ESGに関する取り組みを推進していきます。 

 

＜スライド 29：（中表紙）株主還元＞ 

最後に、株主還元についてご説明します。 

 

＜スライド 30：株主還元＞ 

こちらの棒グラフは 1株当たり配当金の、折れ線グラフは配当性向の推移です。 

当社の株主還元は、配当性向 50％程度を目安とする配当金のお支払いと、自社株買いを適

宜実施することを基本方針としています。配当性向については、上段に記載の通り段階的に

引き上げ、現在は 50％程度を目安としています。 

この配当方針に鑑み、今期の年間配当金は、前期に比べ 20円増配となる 200円を計画して

おり、配当性向は 57.9％の予想です。今後も業績向上を通じ、更なる株主還元の向上を図

ります。 

 

＜スライド 31：株主優待＞ 

次に、当社の株主優待をご紹介します。 

株主の皆様には、当社グループの製品やサービスを特別価格や特別企画にてご提供していま

す。株主の皆様はぜひ年に 2回お送りする案内をご高覧、ご利用いただけますと幸いです。 

 

 

以上 
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将来事象に関する注意事項 

当資料には、将来の事象についての 2023年 2月時点における当社グループの期待、見積り及び予測に基づく

記述が含まれています。これらの将来の事象についての記述には、既知及び未知のリスク、不確実な要因並び

にその他の要因が内包されており、当社グループの将来における実際の財政状態及び活動状況が、当該将来の

事象についての記述によって明示または黙示されているところと大きく異なる場合があります。詳細は、当社

ホームーページに掲載の「将来の見通しに関する記述等について」をご参照ください。

（https://www.kyocera.co.jp/ir/disclaimer.html） 


