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株主・投資家をはじめとしたステークホルダーに
OKIグループの戦略や方針をご紹介する
統合報告書です。

OKIグループの技術開発成果などを
分かりやすく伝える技術広報誌です。

OKIグループの企業情報、取り組み、製品・サービス情報などを
ご覧いただけるポータルサイトです。

OKI公式 YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/OKIchannel

OKIグループに関するさまざまな情報を
動画でお届けしています。

広報メディアのご案内

1949
沖電気工業
株式会社設立
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OK Iグループのあゆみ

OKIは創業以来、「進取の精神」をもって、社会のニーズに
応える先進的な商品・サービスを数多く送り出してきまし
た。情報社会の発展に貢献する価値創造を通じて、人々の
快適で豊かな明日を実現していきます。
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企業理念

目指す姿

行動指針

企業行動憲章／行動規範

「社会の大丈夫をつくっていく。」をキーメッセージに、
ミッションクリティカルなモノづくり・コトづくりを通じて
社会課題を解決していきます。

OKIは、創業以来、常に現場におけるお客様の課題に寄り添い、止めるこ

とを許されないミッションクリティカルな社会インフラを支える商品・サー

ビスの提供を通じて、その課題の解決に貢献してまいりました。こうした活

動を通じて、常にお客様に安心をお届けし、ステークホルダーのみなさま

の信頼を得ることが、企業価値向上の基盤であると認識しています。

今、国内では労働力不足やインフラ老朽化などの問題が顕在化していま

す。また環境問題の深刻化、5G／AIをはじめとする技術革新に加えて、新

型コロナウイルス感染症によるパラダイムシフトなど、OKIを取り巻く事

業環境は著しく変化し続けています。

このような環境変化がもたらす社会課題に対応するため、OKIは、共創に

よるイノベーションを加速するとともに、事業ポートフォリオの再構築およ

び経営基盤の強化に取り組んでいます。長い歴史で築き上げた端末へのイ

ンストールベースと強固な顧客基盤を価値創造の源泉として、リアルな現

場（エッジ）での課題を解決する「モノづくり」、エッジとクラウドをリアルタ

イムに連携させるソリューションやサービスなどの「コトづくり」の両輪で、

SDGｓ（持続可能な開発目標）に掲げられた社会課題の解決を目指します。

2020年10月には、この目指す姿の実現に向け、2022年度までの3年間

を「成長に向けた土台作り」の期間と位置づけた「中期経営計画2022」を

策定しました。そのキーメッセージは、「社会の大丈夫をつくっていく。」で

す。新型コロナウイルス感染症拡大がもたらした変化の加速も踏まえ、構

造改革を実行するとともに、AIエッジ技術とモノづくりを強みに、社会課題

を解決し、一人ひとりの「大丈夫」に貢献する商品・サービスの創出に取り

組んでいきます。

OKIはこれからも、社会のインフラを支え、人々のより安全で便利な生活

を実現し、社会とともに持続的な成長を目指してまいります。

沖電気工業株式会社　
代表取締役社長

「進取の精神」で社会課題解決に貢献
OKIは1881年、日本最初の通信機器メーカーとして誕生しました。

電話機製造という未知の領域に積極的にチャレンジした創業者の進取の精神を受け継ぐ企業理念のもと、

さまざまな社会課題の解決に取り組んでいます。

ＯKIグループが共有する価値観

ブランドスローガン

OKIのブランドスローガンは、
世界の人々の心豊かで安心、安全な夢の社会への扉を開くことを表しています。
また、夢や希望が現実のものとなる情報社会を目指す
私たちOKIの夢の実現をも表現しています。

「あなたの夢を拓く」「想いを実現する」
それがブランドスローガンに込めたOKIの約束です。

―OKIは夢の扉を開きます―

企業理念

OKIは「進取の精神」をもって、
情報社会の発展に寄与する商品を提供し、
世界の人々の快適で豊かな生活の実現に貢献する。

目指す姿

“モノづくり・コトづくり”を通して、
より安全で便利な社会のインフラを支える企業グループ

行動指針

誠実であれ
変革に挑戦する
迅速に行動する
勝ちにこだわる
チームOKI

OKIグループ企業行動憲章／OKIグループ行動規範

OKIグループ企業行動憲章
OKIグループが企業理念に基づき果たすべき社会的責任

OKIグループ行動規範
OKIグループ企業行動憲章に則って役員および社員がとるべき行動の規範

Since1881
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今、国内では労働力不足やインフラ老朽化などの問題が顕在化していま
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ンストールベースと強固な顧客基盤を価値創造の源泉として、リアルな現

場（エッジ）での課題を解決する「モノづくり」、エッジとクラウドをリアルタ

イムに連携させるソリューションやサービスなどの「コトづくり」の両輪で、
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「進取の精神」で社会課題解決に貢献
OKIは1881年、日本最初の通信機器メーカーとして誕生しました。

電話機製造という未知の領域に積極的にチャレンジした創業者の進取の精神を受け継ぐ企業理念のもと、
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製造現場

OKI本庄工場

ITSテストコース

ローカル5G

完成品外観検査 自動運転支援

OK NG

ソリューションシステム事業

パートナーとの共創を通して
ＤＸソリューションの社会実装とビジネス拡大を図り、
安定収益の確保と持続的成長を目指します。

コンポーネント＆プラットフォーム事業

モノづくりを通じ社会課題を解決。
社会の大丈夫をつくるコンポーネントとプラットフォームを
グローバルパートナーに提供し、成長を目指します。

コンポーネント＆プラットフォーム事業は、長い歴史で培った

技術を活かしたさまざまなコンポーネントの開発・提供と、強み

であるモノづくりそのものをプラットフォームとしてサービスを

提供することで、社会課題の解決に貢献しています。なかでも、

労働力不足の解決や働き方改革の実現につながる無人化・自動

化・効率化や、感染症拡大に配慮したニューノーマルな社会に

おいて求められる非接触・非対面の実現に注力しています。

コンポーネント事業では、社会課題解決に貢献する多様な商

品を開発・提供しています。流通・小売サービス分野では宅配受

付機やセルフレジなど、医療分野では薬剤関係者の作業を安全

な形で効率化できる持参薬の鑑別などを開発・提供しています。

2020年には、ニューノーマルにおける社会インフラサービス端

末のマンマシンインターフェイスとして、端末を指で触れずに操

作できる非接触型の「ハイジニックタッチパネルTM」を発表し

ました。

プラットフォーム事業では、モノづくりに関するサービスの対

象を、保有技術としては「エレキ」から「メカ」まで、商品としては

「基板」から「装置全体」まで、受注プロセスでは「製造」から「設

計・製造・評価・保守」まで拡大しています。変化が大きくスピー

ドが要求される経営環境下、お客様のモノづくりに関するさまざ

まな課題をサポート・解決する「モノづくり総合サービス」を提

供していきます。

こうした商品・サービスをより多くのみなさまにお届けするた

め、自社ブランドのみにこだわらず、国内外のパートナーとの協

働によるビジネス展開を進め、グローバルな社会課題解決に取

り組んでいきます。

ソリューションシステム事業では、OKI独自のデバイス群、音

響･光センサーを特長としたセンシング技術、ネットワーク、デー

タ処理・運用などの技術やノウハウを活かし、交通、建設／イン

フラ、防災、金融・流通、製造、海洋など注力分野において、社会

のインフラを支えるさまざまなソリューション、プロダクト&

サービスを提供しています。また、従来クラウド上で行われてい

たAI処理が今後はエッジ（端末）領域に移行していくとの考えか

ら2019年に発表したAIエッジコンピューティング（以下、AI

エッジ）戦略に基づき、豊富なユースケースとAIエッジの技術を

組み合わせ、お客様との共創でDXの社会実装を進めています。

新たにサービスが始まった5G／ローカル5GとAIエッジを融

合させた「AIエッジ×ローカル5G」の推進を、DXの社会実装を

加速させるチャンスともとらえ、スマート工場や地域モビリティ

サービス、河川・インフラ監視など、顕在化する社会課題の解決

につながる幅広いユースケースへの適用を進めています。ロー

カル5Gの導入には、自営無線システム構築に関する専門知識や

ノウハウが必要とされるため、導入に関する支援サービスも提

供しています。

ソリューションビジネスにおいては、パートナーと連携したエ

コシステム※を形成しながら新規マーケットの開拓に取り組んで

います。AIエッジパートナー、DXソリューションの共創パート

ナー、そして革新的なソリューションを創出するオープンイノ

ベーションパートナーとのエコシステムの構築とこれらの相互

連携により、成長に向けた新規ビジネスの創出を目指します。

非接触でタッチパネル操作を可能にした「ハイジニッ
ク タッチパネル™」

セミセルフ精算機やフルセルフなどのユニットとして
利用可能な、紙幣・硬貨部を分離した「CR-22」

モノづくりに関するさまざまな課題をモノづくり総合
サービスでサポート・解決

事業概要

※ 企業や顧客などパートナー間の分業と協働による共存共栄の関係

高速ディープラーニング推論処理を
エッジで実現するAIエッジコンピュー
ター「AE2100」

AIエッジ・カンファレンス＆ソリューションコンテストを開催し、
パートナーとの共創を促進（2020年10月）

本庄工場にローカル5G実験試験局を開設し、製造現場／自動
運転への適用に向けた実証試験を実施
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製造現場
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社会の大丈夫をつくるコンポーネントとプラットフォームを
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2020年には、ニューノーマルにおける社会インフラサービス端

末のマンマシンインターフェイスとして、端末を指で触れずに操

作できる非接触型の「ハイジニックタッチパネルTM」を発表し

ました。

プラットフォーム事業では、モノづくりに関するサービスの対
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OKIが参画する
主なイニシアティブ・団体

・国連グローバル・コンパクト（UNGC）
・気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）
・気候変動イニシアティブ（JCI）

健康優良法人（OKI）

えるぼし認定（OKI）

社会インフラを支える機械設備の老朽化が進むなか、設備メンテナンスにおける
労働力不足に対応する多点型レーザー振動計を開発しました。高度な光通信技術
を応用し、広範囲に設置された多数の機械設備の振動を1台で測定できます。これ
により、コストを抑えながら、故障などの予兆検知による効率的なメンテナンスを
支援し、壊れない・止まらない社会インフラの実現に貢献します。

ウィズコロナ時代に求められる無人サービスを提供するロ
ボット市場が拡大しつつあるなか、サービスロボットが直面
するさまざまな課題に対応する「高度遠隔運用コンセプト」を
発表しました。巡回警備などのサービス中に自律ロボットの
みでは対処が困難な事態が発生した場合に、ロボットと連携
した運用センターから人が遠隔対応することで、サービスを
継続させ、「止まらない」ロボットサービスを実現します。

多点型レーザー振動計によるインフラ設備の予兆検知

物流輸配送計画最適化のイメージ

温暖化防止

SDGs達成への貢献

2030年度：ライフサイクルCO2削減　2013年度対比 40％削減
2050年度：工場を含む全拠点で使用するエネルギー　実質CO2排出量ゼロ化

（製品／拠点の省エネ・再エネ＋環境製品貢献でゼロ化実現）

・お客様の環境課題の解決に資する商品の創出と提供
・サプライチェーンにおける革新的なモノづくり・コトづくり
　　→ 工場のゼロ・エネルギ ・ービルディング(ZEB)化実現

OKIグループは、深刻化する気候変動、社会課題の解決に寄与
するため、中期経営計画2022のなかで、環境経営における2030
年度／2050年度に向けた取り組み目標を掲げました。この目標

OKIグループは、多様なステークホルダーの信頼に応え、持
続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることが経営の
最重要課題であるとの認識に立ち、「経営の公正性・透明性の
向上」「意思決定プロセスの迅速化」「コンプライアンスの徹底
およびリスク管理の強化」を基本方針として、コーポレート・ガ
バナンスの充実に取り組んでいます。

OKIグループが社会環境の変化に対応し持続的に発展して
いくためには、多様な人財一人ひとりが能力を最大限に発揮し
て、イノベーションを創出することが不可欠です。OKIグループ
は人財を最も重要な経営資源の一つと位置づけ、人財育成を
はじめとしたさまざまな取り組みにより、働きがいのある職場
環境づくりを推進しています。

達成に向けた活動を、価値創造の「機会」と、経営基盤に対する
「リスク」と関連づけ、経営層と従業員一人ひとりが「我が事」と
して推進することで、持続的成長につなげていきます。

壊れない・止まらない社会インフラを
実現する多点型レーザー振動計

複数のAIが協調・連携する基盤技術の創出により、産業や社会の
発展に寄与することを目指し、研究やその成果の社会実装を行って
います。現在取り組むAI間協調技術においては、トラックの輸送効率
向上に注目し、物流業界の企業間における価格や品質などの連携条
件を自動的に調整し、よりシームレスで柔軟なサプライチェーンの構
築を目指した混載マッチングシステムの研究開発を進めています。

AI間協調技術による
物流輸配送計画最適化への挑戦

止まらないロボットと人との
協働を実現する高度遠隔運用

研究開発 サステナビリティ

イノベーション／研究開発の取り組み サステナビリティの取り組み
OKIはイノベーション・マネジメントシステム（IMS）のガイドライン規格ISO 56002を先取りした
IMS「Yume Pro」を構築・展開し、全員参加型の組織的なイノベーション創出に取り組んでいます。

OKIグループは企業理念に基づき、「社会の大丈夫をつくっていく。」企業として、
SDGsに示された社会課題解決のため、環境・社会・ガバナンス（ESG）の取り組みを推進しています。

ガバナンス

環境

社会

高度遠隔運用ソリューションのイメージ

詳細情報 詳細情報
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OKIレポート
https://www.oki.com/jp/ir/data/ar/news.html

技術広報誌 OKIテクニカルレビュー
https://www.oki.com/jp/otr/

OKI Webサイト
https://www.oki.com/jp/

株主・投資家をはじめとしたステークホルダーに
OKIグループの戦略や方針をご紹介する
統合報告書です。

OKIグループの技術開発成果などを
分かりやすく伝える技術広報誌です。

OKIグループの企業情報、取り組み、製品・サービス情報などを
ご覧いただけるポータルサイトです。

OKI公式 YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/c/OKIchannel

OKIグループに関するさまざまな情報を
動画でお届けしています。

広報メディアのご案内

1949
沖電気工業
株式会社設立

1881

OK Iグループのあゆみ

OKIは創業以来、「進取の精神」をもって、社会のニーズに
応える先進的な商品・サービスを数多く送り出してきまし
た。情報社会の発展に貢献する価値創造を通じて、人々の
快適で豊かな明日を実現していきます。

2010-
電話の
誕生

電話加入
100万突破

コンピューター時代
到来と普及

生活多様化と
ブロードバンド
ネットワークの普及

デジタル変革／IoT
1950- 1990-1930-1881-

沖牙太郎が
明工舎を創業
国産初の
電話機を開発

1930
自動交換機の第一号機
を中野局に納入

沖電気株式
会社設立

国産初の磁石式並列複式
交換機を長崎局に納入 

1902

1912

テレタイプ
ライターを
発売

1953

1961

1963
600形電話機
量産開始

国内初の
VoIPシステム
を発売

2004

2008

1982

2011

国産初のコアメモリを使用した
コンピューターを発売

1969
ミニコンピューター
「OKITACⓇ-4300」
を発売

1971
D10形
電子交換機を
電電公社に納入

1976
デジタル式
感熱ファクシミリ
「OKIFAX7100」
を発表　

1981
世界初のLED
プリンターを
開発

1996
コンピューター・
テレフォニー
統合システム
「CTstageⓇ」を発売

業界初
5年間無償保証の
プリンター
「COREFIDO」
シリーズを発売

2019
OKIグループ
環境ビジョンを制定

AIエッジコンピューター
「AE2100」を発売

世界初の
紙幣還流型
ATMを発売

2002
EMS事業を
開始

業界初のMicrosoft.NET対応
IPテレフォニーサーバーを発売

国内初のスマートコミュニティ
向け920MHz帯無線
マルチホップ通信システムを開発

2010
羽田空港国際線
旅客ターミナルへ
情報KIOSK端末
「SUKIT™」を納入

2005
リアルタイム地震防災
システムを開発

詳細情報

本誌は、FSC®認証紙、VOC（揮発性有機化合物）を含まない「植物性インキ」を使用して、「水なし印刷」で印刷しています。

・沖電気工業株式会社は、通称をOKIとします。
・記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。
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概要（2021年6月30日現在）

取締役 執行役員

売上高／営業利益／営業利益率

売上高（連結） 営業利益および営業利益率（連結）
■■ 営業利益 営業利益率

会社概要

役員紹介（2021年7月1日現在）

商号 沖電気工業株式会社

英文社名 Oki Electric Industry Co., Ltd.

創業 1881年（明治14年）

設立 1949年（昭和24年）11月1日

資本金 44,000百万円

従業員数 15,642名（連結）、4,943名（単独）

代表取締役社長執行役員 鎌上　信也
本社 東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

 TEL 03-3501-3111

 URL https://www.oki.com/jp/

代表取締役
代表取締役
取締役 
取締役 
取締役
取締役 
取締役 
取締役
取締役

鎌上　信也
星　　正幸
坪井　正志
布施　雅嗣
齋藤　政利
淺羽　　茂※1

斎藤　　保※1

川島いづみ※1

木川　　眞※1

社長執行役員 
副社長執行役員 
専務執行役員
常務執行役員 
常務執行役員
常務執行役員 
常務執行役員

鎌上　信也
星　　正幸
坪井　正志
宮澤　　透
布施　雅嗣
齋藤　政利
寺本　禎治

上席執行役員
上席執行役員
上席執行役員 
執行役員 
執行役員 
執行役員 
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員
執行役員

片桐　勇一郎
池田　敬造
冨澤　博志
圓尾　　肇
田中　信一
大田原　就太郎
森　孝廣
西村　浩
瀧本　哲也
加藤　洋一
藤原　雄彦

監査役

常勤監査役 
常勤監査役
監査役 
監査役
監査役

畠山　俊也
横田　俊之
志波　英男※2

牧野　隆一※2

津田　良洋※2
※1 社外取締役
※2 社外監査役
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拠点紹介（2021年7月1日現在）

主要子会社（2021年7月1日現在）

主要事業所 営業拠点

本社（東京都港区）
OKIビジネスセンター（東京都港区）
OKIシステムセンター（蕨市）
高崎事業所（高崎市）
本庄工場（本庄市）
富岡工場（富岡市）
沼津工場（沼津市）
西横手工場（高崎市）
OKI関西テクノリサーチセンター（大阪市）

OKIアイディエス
アダチ・プロテクノ
OKIアドテックサポート
OKIアレステック
OKIエンジニアリング
OKIクロステック
OKIコムテック
OKIコンサルティングソリューションズ
OKIサーキットテクノロジー
OKIシーテック
静岡OKI
OKIジェイアイピー
OKIシンフォテック
OKIソフトウェア
OKIソフトウェアエキスパートサービス
OKIデータMES
OKI電線
OKI電線ワイヤーハーネス
OKI東邦電子
OKI富岡マニュファクチャリング
OKIトラステック
日本ビジネスオペレーションズ
OKIネクステック
OKIハイテック
OKIプロアシスト
OKIプロサーブ
OKIマイクロ技研
モガミ電線
OKIワークウェル

アメリカ

OKI Data Americas
OKI Data do Brasil
OKI Electric Cable America

ヨーロッパ

OKI Europe
OKI Systems（Rus）

アジア／オセアニア

沖電気金融設備（深圳）有限公司
日沖信息（大連）有限公司
沖電気実業（深圳）有限公司
沖電気香港有限公司
東莞沖美億電子有限公司
沖微型技研（香港）有限公司
日沖電源貿易（深圳）有限公司
沖電気線路科技（常州）有限公司
沖電気軟件技術（江蘇）有限公司
日沖商業（昆山）有限公司
日沖商業（北京）有限公司
OKI Data（Australia）
OKI Data（Singapore）
OKI Data Manufacturing（Thailand）
OKI India
OKI Precision（Thailand）
OKI Systems Korea
OKI Systems （Thailand）
OKI VIET NAM 

北海道
北海道支社（札幌市）

東北
東北支社（仙台市）
青森支店（青森市）
秋田支店（秋田市）

関東・甲信越・北陸
群馬支店（高崎市）
長野支店（長野市）
新潟支店（長岡市）
北陸支店（金沢市）

中部
中部支社（名古屋市）
静岡支店（静岡市）
岐阜支店（岐阜市）

関西
関西支社（大阪市）
京都支店（京都市）

中国 
中国支社（広島市）
岡山支店（岡山市）
山陰支店（松江市）
山口支店（防府市）

四国 
四国支社（高松市）
松山支店（松山市）
高知支店（高知市）
徳島支店（徳島市）

九州 
九州支社（福岡市）
長崎支店（長崎市）
熊本支店（熊本市）
鹿児島支店（鹿児島市）
大分支店（大分市）
宮崎支店（宮崎市）
沖縄支店（浦添市）

国内 海外
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