CEO メッセー ジ

2021 年の業績

コロナ禍の中 、新た な改革による成 長に向けて前 進
2021 年は、2020 年から引き続いて新型コロナウイル

オフィス向け複合機は 、半導体不足の影響を受けたも

活を余儀なくされた一年となりました。そうした中、私

のの販売台数は前年を上回り、オフィスへの出勤が戻る

たちは 、昨年策定した「グローバル優良企業グループ構

に従ってサービスと消耗品の売上も緩やかに回復しまし

想フェーズⅥ」の初年度として、
「生産性向上と新事業創

た。レーザープリンターとインクジェットプリンター は

出によるポートフォリオの転換を促進する」を基本方針

生産停滞の影響を受けて販売台数は昨年を下回りまし

に、全社一丸となって新たな改革を推し進めました。

たが 、レーザープリンター の消耗品は大きく回復しまし

4 月には従来の製品別の事業部およびグループ会社

た。レンズ交換式カメラは 、部品不足の影響を受けなが

を、プリンティング、イメージング、メディカル、インダス

らも、EOS R5 をはじめとするフルサイズミラーレス機が

トリアルの 4 つの産業別グループに再編成し、開発の合

引き続き好調に推移し、前年並みの販売台数を達成しま

理化や販売チャネルの活用を進めると同時に、新たな

した。また、さまざまな用途への展開が進むネットワー

技術の融合による新製品の創出を図りました。

クカメラは 、販売活動を強化して増収となりました。医

昨年の業績は、下期はコロナの再拡大によるロックダ

療機器は、コロナ検査向けのコンピューター断層撮影装

ウンや部品不足、物流停滞などの影響から製品を思うよ

や X 線診断装置などが国内を中心に売上を牽引
置（ CT ）

うに供給できませんでしたが 、総じて各事業ともに前年

し、過去最高の売上・利益を記録しました。半導体露光

の反動から需要が急拡大し、堅調に推移しました。売上

装置は世界的な半導体部品需要の高まりを背景に堅調

は前期比 11.2% 増の 3 兆 5,134 億円となり、営業利益は

に推移し、フラットパネルディスプレイ
（ FPD ）露光装置

前期比 155.0% 増の 2,819 億円、税引前利益は前期比

も前年を上回る結果となりました。

132.4% 増の 3,027 億円、当期純利益は前期比 157.7%
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増の 2,147 億円と大幅な増益となりました。

スが世界各地で猛威を振るい 、
「 with コロナ」の社会生
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グローバル優良企業グループ構想フェーズ VI

激変する社会変化に対応し 、
グロー バルエクセレントカンパニー をめざ す
「キャッ
この戦略を遂行する上での重点項目の第 1 は、
シュフロー経営の徹底」です。コロナに続く次なる経済

が 、一方で、新たな変異株によって感染が再拡大する恐

危機や新たな投資に備えて、キャッシュフロー経営を強

れもあり、依然として予断を許さない状況にあります。

力に推し進め、財務基盤の再強化を図ります。
「より競争原理の働く人事制度の
重点項目の第 2 は 、

経済に大きな打撃を与えている中で 、ロシア軍によるウ

構築」
です。優秀な人材を確保し、活躍してもらうために、

クライナ侵攻は 、対ロシア制裁とそれに対するロシアの

常に時代に即した人事制度に改めていくと同時に、人

報復からエネルギ ー や食品価格の高騰を招き、世界的

材教育を再強化して、事業ポートフォリオの転換に伴う

に進むインフレが一段と加速して、世界経済は不安定な

社内転職を推し進めていきます。

状況が続くものと思われます。

「グループ一丸となった原価低減
重点項目の第 3 は 、

こうした傾向が長期化するようであれば 、産業構造

活動の推進」です。当面の課題は 、半導体などの部品不

やビジネスにも大きな影響を及ぼす可能性があり、キヤ

足に対応しながら必要量を生産し、市場に安定的な供
給を図ることであり、これに最優先で取り組みます。ま

なりません。

た昨年、コロナの影響によりアジアの生産拠点を中心に

そこで 私 たちは 、2021 年 に始 動したフェーズ VI の

ロックダウンが発生し、生産が滞る事態が発生したこと

内容について 、基本方針と 2025 年の業績目標はその

に鑑み 、今後は主要製品の生産の国内回帰を進めると

ままに、改めて産業別グループごとに戦略を再検討して、

同時に、各国の生産インフラを産業別グループの枠を超

内容のバージョンアップを図りました。

えて効率的に運用し、よりレジリエントな生産体制を構

力の徹底強化」です。プリンティング、イメージング、メ

築します。さらに、組み立ての自動化と内製化も強力に
推進して、さらなる原価低減を図ります。
「新製品開発のためのイノベーショ
重点項目の第 4 は、

術力や事業領域を見直し、M&A なども積極果敢に行っ

ンへの注力と激変する経営環境への対応」です。本社研

て、開発や生産の強化を図り、新たな事業を創出してい

究開発部門は各事業とより密に連携して、材料や解析、

きます。そして、フェーズⅥの最終年である2025 年には、

シミュレーションなど将来必要な技術やデバイスの開
発を加速します。また 、サステナビリティ推進本部や経
済安全保障統括室を新設して、全社横断で経営環境の

と考えています。また 、新規事業を担うフロンティア事

変化にいち早く対応していきます。

ションの 3 つの領域での事業化を加速します。
「本社機能の徹底強化によ
そして主要戦略の第 2 は 、
るグループ生産性の向上」
です。

デ ー タ 集・企 業 情 報

商業印刷、ネットワークカメラ、メディカル、産業機器
の 4 つの新規事業の売上構成比率を 36% 以上にしたい

経営基盤

ディカル、インダストリアルの 4 つのグループ視点で技

業推進本部は 、ライフサイエンス、マテリアル、ソリュー

活動報告

ノンも適切かつスピーディー に対応していかなければ

「産業別グループの事業競争
その主要戦略の第 1 は 、

方針と戦略

また 、サプライチェーンの混乱やインフレの加速が世界
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今年 2022 年は 、世界各国でコロナワクチンの接種が
さらに進み、治療薬の開発と普及も始まると思われます

こうした施策によって、私たちは社会の変化に先んじ
て自ら変身を成し遂げ、規模だけでなく質的にもエクセ
レントな会社へとバージョンアップしていきたいと考え
ています。
経営計の変遷
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共生の理念の実現に向けて

企 業理念「 共生 」に沿っ たマテリアリティを設 定し 、
地 球規模の社会課題解決に取り組む
キヤノンの企業理念は「共生」
です。
「共生」
とは、文化、

充実を図るとともに、ハードおよびソフトの開発を強化

習慣、言語、民族などの違いを問わず、すべての人類が

し、複合機とクラウドサービスを連携させた新たなサー

末永く共に生き、共に働き、幸せに暮らしていける社会

ビスを提供して、業務のさらなる効率化に貢献していき

をめざすというものです。この 共 生 の 理 念 は SDGsと

ます。

方向性を同じくしており、私たちはこの理念のもとに 、

また 、新聞やチラシ、カタログやパンフレットなど、印

「新たな価値創造、社会課題の解決」
「 地球環境の保護・

刷物は私たちの生活や仕事にとって身近な存在となっ

保全」
「 人と社会への配慮」を重要課題（マテリアリティ）

ていますが 、キヤノンは高度な電子写真技術やインク

として捉え 、経済、社会、環境のサステナビリティに配

ジェット技術を生かしてオンデマンド印刷を実現し、商

慮しながら、さまざまな活動に取り組み 、SDGs の目標

業印刷や産業印刷における環境負荷の低減を図ってい

達成に貢献してまいります。

ます。お客さまのニーズにあわせて、必要な時に必要な
量を、短納期かつ低コストで提供することを可能にし、

マテリアリティとSDGs

P25

各工程において消費するエネルギ ー や薬品、またさま
ざまな廃棄物を削減するとともに、印刷工程の自動化

新たな価値創造、社会課題の解決
コロナによって世界は大きく揺さぶられ 、デジタル化

イメージングの分野においては、キヤノンは創業以来、
カメラやレンズ、放送機器や業務用ビデオカメラなどの

やグリーン化など社会の変化が一気に加速して、人々の

撮影機材を提供し、人類が記録し表現することをサポー

価値観やライフスタイルも大きく変化しつつあります。

トしてきました。写真や映像には 、人の心を動かし、世

こうした流れを受けて、キヤノンも複雑化・多様化する

界を動かす力があります。移ろう時間を想い出とともに

社会課題に対するソリューションが求められるように

閉じ込め、未知の世界へといざなう力があります。

なってきています。
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を推進して省力化を実現しています。

最近では 、コロナによる生活様式の変化で生まれた

例えば 、プリンティングの分野においては 、コロナ禍

時間を、写真撮影の趣味にあてたり、オンライン会議や

においてリモートワークが普及し、家庭内の IT 環境を

動画配信にカメラを活用する例もあり、デジタルカメラ

整備する必要性が急速に高まっています。しかし、セキュ

の販売が回復しています。東京オリンピック・パラリン

リティ対策が万全でない環境下では情報漏えいのリス

ピックは 、残念ながら無観客での開催となりましたが 、

クがあり、企業からは情報管理が徹底されたプリンティ

キヤノンのカメラやレンズを通して、世界中に勇気と感

ング環境を求める声が高まっています。キヤノンはこれ

動をお伝えすることができたと自負しています。

に応えて商品やサービスの拡充を進め、自宅やオフィス

また 、ネットワークカメラは 、防犯や防災向けをはじ

など働く場所にかかわらず、セキュアなプリンティング

め 、店舗での顧客行動の分析や工場での生産状況の把

環境を提供していきます。

握など、多岐にわたる分野への応用が進んでおり、キヤ

そして、こうした新しい働き方のためには 、デ ータを

ノンでは 、カメラ本体と映像管理ソフトや映像解析ソフ

クラウドにアップして共有化し、閲覧できる環境を整え

トを組み合わせたトータルソリューションを強化してい

る必要があります。私たちは複合機のスキャン機能の

ます。
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今後は 、読影や診断の支援などAI を活用したソリュー

態になったことから、インターネットを利用する機会が

ションの需要が拡大すると見込まれており、昨年は AI を

増え、オンライン動画の制作や配信に新たなニーズが生

活用して新たな医療価値を提供するブランド
「 Altivity 」

まれています。私たちもこうした動きにあわせて、現実

を導入し、より的確な診断に貢献していくことを宣言し

世界と仮想世界を融合するXRや、映像制作向けのリモー

ました。今後も医療の現場を支える医療機器メーカーと

トカメラシステム、撮影画像から 3D 空間を再構成してあ

して、最先端の技術で高度化する医療の発展に貢献し、

らゆる位置から好みの角度で見ることができるボリュメ

人々の健康を支えてまいります。

トリックビデオシステムなど、新たな映像表現のサポー
トを強化しています。

そして、インダストリアルの分野ではコロナ禍におい
て生じた世界的な半導体不足によりさまざまな製品の
生産がストップしたことから、半導体産業が人類にとっ
て不可欠なエッセンシャル・ビジネスであることを示す

ンサー は 、闇夜よりも暗い環境下でも鮮やかなカラー

形となりました。米中対立を受けて半導体を自国生産

動画を撮影でき、高速に動くものの動きを捉えることが

に切り替える動きが広がる中、今後も5G や AI 、EV や仮

可能で 、自動運転や医療用の画像診断機器などへの幅

想空間「メタバース」などに向けた投資が拡大していく

広い活用が見込まれています。今後は 、こうしたキーコ

ものと予想されます。

る光学産業へと進化していきます。

また 、ディスプレイもデジタル機器に欠かせないデバ
イスの一つとなり、フォルダブル
（折りたたみ可能）端末
や車載向け、大型テレビやヘルスケア向けの需要が増加
していくと思われます。今後も、デジタル技術の高度化

化に努めてきました。2014 年には病院外でも診断でき

にあわせた最先端の技術を惜しみなく投入し、半導体

るオールインワンの医療コンテナCTを製品化しましたが、

やディスプレイの製造を支え、人類の発展に貢献してま

今回新たに検査者の感染対策を施したシステムを構築

いります。

活動報告

メディカル分野の喫緊の課題は 、何と言ってもコロナ
対策であり、キヤノンはいち早く検査方法の開発と実用

し、コロナ禍での診断体制の整備を図りました。

方針と戦略

イメージセンサー についても、IoT の眼としての期待
が高まっています。キヤノンが開発した超小型 SPAD セ

ンポーネントビジネスにも注力し、デジタル社会を支え
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さらに、コロナの影響で行動が制限され 、巣ごもり状

このように、キヤノンは今後も、テクノロジーとイノベー
ションによって新たな価値を生み出し、コンシューマー

療費の増加や医療従事者の不足が大きな社会課題とな

の分野ではより豊かな生活を、オフィスやインダストリ

りますが 、健康寿命を延ばすことが一つの解決策と言

アルの分野ではより快適なビジネス環境を、そしてソサ

われています。そのためには 、検査による異変の早期

エティの分野ではより安心・安全な社会づくりをめざし

発 見 が 重 要であり、キヤノンは CT 、MRI（ 磁 気 共 鳴 画

てまいります。

経営基盤

また、中長期的には、世界的な高齢化の進展に伴う医

像）
、超音波診断装置などの検査時間の短縮や被ばく量
の低減により患者の負担を軽減するとともに、画像処
理技術によって画像の鮮明化を追求して診断の精度向
デ ー タ 集・企 業 情 報

上に貢献していきます。昨年は 、次世代 CTとして期待
が高まるフォトンカウンティング CT の早期実用化に向
けて、国立がん研究センターと共同研究を開始するとと
もに、そのキーデバイスとなる半導体検出器で世界トッ
プクラスの技術をもつカナダのレドレン・テクノロジーズ
を M&A によってグループに迎え入れました。
レドレン・テクノロジーズにおける半導体検出器モジュールの開発
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そして、こうした挑戦の主体は社員にほかなりません。

地球環境の保護・保全

キヤノンは創業以来、
「人間尊重主義」を掲げ、会社の発

また 、キヤノンは 、共生の理念のもと、真のグローバ

展と社員の人生の発展が同時に達成されるような会社

ル企業の責務として、環境保全活動にもいち早く取り組

をめざして、社員が自身の可能性を広げ、成長を図る活

み 、地球や自然環境との良好な関係の構築に力を注い

動を支援してきました。現在は 、新たな事業ポートフォ

できました。

リオに沿って社内教育体制を拡充し、リスキリング
（学び

1990 年にはカートリッジのリサイクルを開始し、そ

直し）によって幅広い人材が適材適所の仕事に就くよう

の後も研究・開発から設計、調達、生産、物流、販売、

後押ししています。

サービス、回収・再利用に至るまで 、関連組織が一体と

中でもソフトウエア人材の育成には特に力を入れてい

なって製品ライフサイクル全体での CO2 排出量削減に努

ます。今後とも幅広い分野にわたって新たな価値を提供

めてきました。2008 年からは製品 1 台当たりのライフ

していくためには 、キヤノンがもつイメージング技術と

サイクル CO2 を年平均 3% 改善することを目標に取り組

さまざまなサービスとを結合させることが必要であり、

んでおり、開発からリサイクルまでの製品の一生（ライフ

AI やクラウドなどの IT 技術を活用して、外部の社会イン

サイクル）
において、省エネルギー、省資源、物流の効率

フラや他 社システムとつながっていかなければなりま

化などにより、2021 年までの累計で 42% の改善を実現

せん。そのため 、2018 年 に 研 修 機 関「 CIST（ Canon

しています。

Institute of Software Technology ）」を設立し、カリ

この目標を継続して、2030 年には 2008 年比で 50%

キュラム の 充 実 化 を 図ってきました。現 在 では AI や

の改善をめざすとともに、社会と連携することで製品ラ

IoT 、クラウドサービスなど 14 系統 190 の講座を設け、

イフサイクル全体での CO2 排出量を 2050 年にネットゼ

すでに約 140 人がソフトウエア開発者への職種転換を

ロにすることをめざしています。

果たしており、今後もさらに加速していきます。
また、ものづくりに関しても、取手、大分、宇都宮の「も

また 、省資源についても、日本、アメリカ、ドイツ、フ
ランス、中国の世界 5 拠点でリサイクル工場を稼働させ、

のづくり研修所」を中心に、加工・組み立て・メカ設計・

2021 年までの全 世 界における使用済みトナーカート

電気設計・制御など、最先端の知識や技術を学ぶ体制

リッジの回収量は約 44 万 4,000t 、使用済みインクカー

を整えています。特に取手研修所は 9,300m2 の広さを

トリッジの回収量は約2,600tを実現しています。さらに、

誇り、通常の研修のほか 、自動化技術や内製化技術、生

組み立ての自動化による廃棄ロスの削減や 、ジャストイ

産設備の保全などの研修や 、技能五輪の訓練も行って

ンタイムの徹底やパーツの共通化などによる在庫の圧

おり、世界中のキヤノングループから年間 7,000 人が受

縮などを推し進め、資源の消費を抑えています。
キヤノンはこれからも、すべての製品ライフサイクル

講しています。

において、テクノロジーとイノベーションの力で、より多
新たな価値創造、社会課題の解決

P27、P51

くの価値を、より少ない資源で提供することで 、豊かな
生活と地球環境の両立をめざしてまいります。

キヤノンブルターニュにおけるカートリッジリサイクル

地球環境の保護・保全
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P29、P55

人と社会への配慮

そしてフィリピンでは 、キヤノンビジネスマシンズフィ
リピンが実施している環境保護活動や近隣学校への教
育支援などを通じた地域貢献活動が評価され 、PEZA

く人々がそれぞれの能力を十分に発揮して、地域社会と

（フィリピン経済特区庁）
から環境活動とCSR 活動に対す

ともに末永く発展していける企業をめざしています。こ

る賞 5 つのうち3 つを受賞しました。そのうち、通算 3 度

れまでも、世界の優良企業とグローバルな協力体制を

目の受賞となるEnvironmental Performance Award

築くとともに、世界各地のさまざまな特質にあわせて

については 、同賞の殿堂入りとなる
「 Hall of Fame 」
と

販売拠点、生産拠点、研究所などを設立し、それぞれの

して表彰されました。

C
CE
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ジ

キヤノンはビジネス活動のみならず、人や社会に配慮
した取り組みにも力を入れており、キヤノンとともに働

地域の文化や風土を尊重して現地化を図り、雇用の創
出や技術移転を進めてきました。昨年は、国際規範に基

人と社会への配慮

P33、P77

づく人権への対応として、創業以来連綿と受け継がれて
きた人間尊重主義を、改めて
「キヤノングループ人権方
ステークホルダーの方々との対話を実施しました。
私たちの理想は 、その地域の方々とともに歩み 、繁栄

永遠に技術で貢献し続け、世界各地で親しまれ、
尊敬される企業へ
キヤノンはこれからも、共生の理念のもと、お客さま
をはじめとして取引先や協力会社、地域社会や株主など、

キヤノンには「自発・自治・自覚」の「三自の精神」
という

ステークホルダー の皆さまとの対話を重ねながら、それ

行動指針があり、全世界のキヤノングループの社員が 、

ぞれの国や地域が抱えるさまざまな課題に立ち向かい、

各 国・各 地 域を支える企 業 市 民としての自覚をもち 、

理想の社会の実現をめざして全力で取り組んでまいり

地域社会や協力会社、またお客さまと手を携えて、共生

ます。そのためにも、事業ポートフォリオの転換をさら

の理念の実現に力を注いでいます。

に強力に推進して新たなる成長を実現し、永遠に技術で

キヤノンヨーロッパでは、欧州、中東、アフリカにおい
展開し、写真や映像の撮影を通じて、若者に創造的な表
現の機会を提供しています。昨年 3 月には国連の「 SDG

活動報告

し、世界中で親しまれ、尊敬される会社となることです。

て、
「 Canon Young People Programme（ YPP ）」を

方針と戦略

針」
としてまとめ、従業員への啓発活動を展開したほか、

貢献し続け、世界各地で親しまれ 、尊敬される企業とな
るよう努めてまいります。
今後とも、より一層のご支援を賜りますよう、よろし
くお願い申し上げます。
経営基盤

Global Festival of Action 2021」にも参加し、社会課
題の解決に向けた写真や動画の有用性を訴えました。
また 、雇用不足が深刻な課題となっているアフリカ
プロジェクトを立ち上げ、
では、2014 年に「 Miraisha 」
キヤノンセントラルアンドノースアフリカが若者の映像・

キヤノン株式会社

印刷の技能習得支援に取り組んでいます。本活動は 、

代表取締役会長兼社長 CEO
デ ー タ 集・企 業 情 報

若 者 は 手 に職を付けて収 入を得ることが でき 、人 手
不 足に悩む映像制作業界は働き手を得ることができ、
キヤノンは製品の愛用者を増やすことができるという

Win-Win-Win の構図となっており、共生の理念を体
現する活動として 、昨年 、社内表彰「 Canon Summit

Awards 」において表彰されました。
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