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 AIの発達

 高速通信の普及

 自動運転技術の
　発達

 IoT社会の到来

 地球温暖化

 労働力不足

 感染症の
世界的な流行 デクセリアルズの経営戦略

中期経営計画2023 「進化への挑戦」

2023年度の経営指標

売上高　800億円　営業利益　100億円　ROE　10%以上
 新規事業領域での事業成長加速
 既存領域における事業の質的転換
 経営基盤の強化

持続的価値創造に向けた再投資

投下資本

財務資本
 株主資本

 48,349百万円

 設備投資額　 3,029百万円
 製造拠点 国内 5拠点　海外 3拠点
  さまざまな分野のエンジニアが集結したテクノ
ロジーセンター「栃木事業所」

製造資本

人的資本
 従業員数  1,999名
 エンジニア数  643名
  新入社員に占める技術系社員の割合 77％

知的資本
 研究開発費

 3, 653百万円

  独自の技術、高い品質に基づくお客さまとの
信頼関係
  グリーンパートナー500社との関係

社会・関係資本

自然資本
 電力 71,471千kwh

 水 29万t

社会への還元・価値提供

独自の技術に裏打ちされた
製品・サービスにより社会課題を解決し

豊かな社会の実現に貢献

  次世代の通信機器や自動車などを 
支える高機能材料・デバイスの提供

  環境負荷低減に貢献する製品の提供

  エレクトロニクス技術の他分野への
応用による新たな価値の創出

  研究開発への積極的な投資による 
ユニークな技術創出

  ダイバーシティの推進による人材の
育成

  利益に応じた積極的な株主還元の実施
（のれん償却前総還元性向　40％）

ビジネスモデル

当社のビジネスモデルの特徴は、直接顧客と
最終顧客の双方のお客さまにアプローチする
点です。
当社製品の採用を決める意思決定者はお客さ
ま、あるいは製品ごとに異なるため、最終決定
者を見極めたうえで提案活動をおこなうなど、
柔軟できめ細かいアプローチを続けています。
この結果、双方のお客さまから高い信頼をいた
だき、当社製品の市場シェア維持・拡大や、新
たな技術ニーズの把握を可能にしています。

ユニークな顧客アプローチ
「デザイン・イン」「スペック・イン」

「デザイン・イン」最終顧客へのアプローチ
  製品の構想段階からニーズや課題を引き出し、
技術上の真の課題を推定
  想定される課題に対して、当社の技術ソリュー
ションを提案
  提案内容の評価を経て、使用部材としての正式
認定を獲得
  新製品の量産時に当社製品が指定

「スペック・イン」直接顧客へのアプローチ
  周辺の部材に最適化した素材で製品をカスタ
マイズ

  スムーズな量産立ち上げ支援のため、当社製品
の扱いや使い方を共有
  量産体制確立後、製造時間短縮や歩留まり向上
など生産性改善に貢献する改良品を開発、提供

中長期的に取り組む4つの重要課題
（マテリアリティ）

経営理念 Integrity
誠心誠意・真摯であれ

企業ビジョン Value Matters
今までなかったものを。  世界の価値になるものを。

1  新しい価値の創造・社会課題の解決 3  多様な人財とエンゲージメント醸成

2  ガバナンス・コンプライアンスの強化 4  操業安全と事業継続性の確保

お客さま

部材指定

デクセリアルズの強み

ユニークなビジネスモデル
「デザイン・イン」 「スペック・イン」

デクセリアルズ

直接顧客
 ディスプレイメーカー   組み立てメーカー

  電装品メーカーなど

最終顧客
 IT製品メーカー   自動車メーカーなど

顧客ニーズを引き出し、真の課題を見つける

対話力　　提案力
顧客の期待を超える価値を提供

技術力　　分析力

コア技術

材料
技術

分析解析
技術

プロセス
技術

評価
技術

当社を支えるコア技術

R&D活動

デザイン・イン         最適なソリューションの提案

スペック・イン       量産化支援・製
品カスタマ

イズ・改
良
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