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3,416 （2015年度）
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（2016年3月31日時点）

日本の主要グループ会社

●オリンパス株式会社
●オリンパスメディカルシステムズ株式会社
●会津オリンパス株式会社
●青森オリンパス株式会社
●長野オリンパス株式会社
●白河オリンパス株式会社
●オリンパスメディカルサイエンス販売株式会社
●オリンパスソフトウェアテクノロジー株式会社
●オリンパスロジテックス株式会社
●オリンパスシステムズ株式会社
●オリンパスデジタルシステムデザイン株式会社
●オリンパスサポートメイト株式会社

欧州の主要グループ会社

●Olympus Europa Holding SE
●Olympus Europa SE & CO. KG
●Olympus Soft Imaging Solutions GmbH
●Olympus Deutschland GmbH
●Olympus France S.A.S.
●Olympus Winter & Ibe GmbH
●Olympus KeyMed Group Limited
●KeyMed （Medical & Industrial Equipment） Ltd.
●Gyrus Group Limited
●Olympus Finance UK Limited

米州の主要グループ会社

●Olympus Corporation of the Americas
●Olympus America Inc.
●Olympus Latin America, Inc.
●Gyrus ACMI, Inc.
●Gyrus ACMI LP
●Olympus Scientific Solutions Americas Corp. 
●Olympus Scientific Solutions Americas INC.
●Olympus Scientific Solutions Technologies INC.
●Olympus NDT Canada Inc.

アジア・オセアニアの主要グループ会社

●Olympus Corporation of Asia Pacific Limited
●Olympus Hong Kong and China Limited
●Olympus （Shenzhen） Industrial Ltd.
●Olympus （China） Co., Ltd.
●Olympus （Guangzhou） Industrial Co., Ltd.
●Olympus （Beijing） Sales & Service Co., Ltd.
●Olympus Trading （Shanghai） Limited
●Olympus Korea Co., Ltd.
●Olympus Singapore Pte Ltd
●Olympus Imaging Singapore Pte. Ltd.
●Olympus Australia Pty Ltd
●Olympus Imaging Australia Pty Ltd

オリンパスグループは、19１９年の設立以来、グローバルなビジネスを展開しています。オリンパス株式会社
1919年（大正8年）10月12日
〒163-0914 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス
精密機械器具の製造販売
124,520百万円（2016年3月31日現在）
33,336人（2016年3月31日現在）
http://www.olympus.co.jp/jp/corc/

商 号
設 立 年 月日
本社事務所
事 業 内 容
資 本 金
連結従業員数
企 業 情 報

オリンパスの概要

業績ハイライト

事業展開先エリア会社概要
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内視鏡ビデオスコープシステム 手術用エネルギーデバイス レゼクトスコープ 副鼻腔手術用デブリッダー 生物顕微鏡 工業用ビデオスコープ工業用顕微鏡 超音波探傷器 蛍光X線分析装置

オリンパスの医療事業は「消化器科呼吸器科事業」「外科事業」「泌尿器科婦人科事業」「耳鼻咽喉科事業」「医療サービス事業」
の5つの事業ユニットからなり、病気の早期発見と患者さんの負担が少ない低侵襲治療に貢献する製品・サービスを提供して
います。

医療の発展
医療従事者の意見を聞きながら医療機器の研究開発を進め提供することにより、医療の発展に貢献します。
患者さんのQOLの向上
病気の早期診断や低侵襲治療に用いる医療機器の提供を通じて、患者さんの治療時および治療後の生活の質（Quality of Life：
QOL）の向上に貢献します。
医療コストの削減
早期診断や低侵襲治療は、入院期間や治療期間の短縮を可能にします。オリンパスは内視鏡を中心とした医療機器の提供に
より、医療コストの削減に貢献します。

消化器科呼吸器科事業
消化器内視鏡／呼吸器内視鏡／超音波内視鏡／内視鏡洗浄消毒装置／内視鏡処置具／カプセル内視鏡システム／内視鏡部門情報システム
外科事業
外科手術用内視鏡システム／外科手術用内視鏡／手術用エネルギーデバイス／超音波凝固切開装置／高周波焼灼電源装置
泌尿器科婦人科事業
膀胱・腎盂尿管内視鏡／子宮内視鏡／レゼクトスコープ／尿路結石治療用デバイス
耳鼻咽喉科事業
耳鼻咽喉内視鏡／副鼻腔手術用デブリッダー／バイポーラ電源装置
医療サービス事業
自社製品の一般修理／単年・複数年での修理サービス契約の販売

医療・生命科学・産業分野における研究開発、生産現場における品質向上、そして航空機や大型プラントなどの検査による社会
インフラの保守点検など、世界の人々の安全・安心・健康に貢献する製品を提供しています。

生命科学研究の発展
生物顕微鏡やバイオイメージングシステムの提供を通じて、iPS細胞研究、脳の機能や病気の解明をはじめとした、新たな医療
につながる生命科学の基礎研究を支援します。
暮らしの安全
航空機の機体やエンジン、道路や橋梁・高架、発電設備、化学プラント、パイプライン、上下水道などの社会インフラやライフラ
インの保守点検に役立つ機器の提供を通じて、人々の暮らしの安全に貢献します。
産業の発展
機械部品や電子部品、素材などの研究や品質管理に役立つ工業用検査機器の提供を通じて、産業の効率化、発展に貢献します。

生物顕微鏡分野
正立顕微鏡・偏光顕微鏡／倒立顕微鏡／共焦点レーザー顕微鏡／ボックス型蛍光撮像装置／実体顕微鏡／マクロ蛍光顕微
鏡／顕微鏡用カメラ／イメージングソフトウエア／バイオイメージングシステム／バーチャルスライド
工業用顕微鏡分野
金属顕微鏡／半導体検査顕微鏡／液晶基板検査顕微鏡／レーザー顕微鏡／測定顕微鏡／微小三次元測定装置／周辺機器
非破壊検査機器分野
工業用ビデオスコープ／工業用ファイバースコープ／工業用硬性鏡／周辺機器／超音波探傷器／渦流探傷器／フェイズドア
レイ探傷器／X線分析装置

医療事業

事業概要・参入市場

事業概要

社会的な責任・期待

参入市場

科学事業

事業概要

社会的な責任・期待

参入市場

オリンパスグループは「医療事業」「科学事業」「映像事業」の3つの事業を通じて、社会に新しい価値を創造・提供しています。
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　オリンパスでは、経営理念「Social IN」の実現に向け、社会の声を経営に取り入れ、社会と価値観を共有するため、日常の活
動の中で、ステークホルダーの声をおうかがいしています。
　また、有識者との対話も進めながら、中長期的なCSR課題の抽出に取り組んでいます。

ミラーレス＋電子ビューファインダー内蔵という新しいスタイルを確立したデジタル一眼カメラOM-Dシリーズ、上質感と先進
性のある小型･軽量のデジタル一眼PENシリーズやSTYLUSシリーズなど、従来のデジタルカメラの常識を破り、新しい可能性
を切り開く製品を提供しています。

心豊かな生活の実現
高画質、高機能、高機動性を身近にしたミラーレス一眼カメラ、高い光学性能で高画質を提供する交換レンズ、防じん・防滴・耐
衝撃性により撮影領域を広げたコンパクトデジタルカメラ、高音質録音を身近にしたICレコーダーなどにより「撮る楽しみ」「録
る楽しみ」を提供し、心豊かな生活に貢献します。
バリアフリーの実現
音声ガイド機能を搭載したICレコーダーの提供、不慣れな方にも扱いやすい直感的に使いこなせる合理的デザイン、視覚の個
人差に配慮したカラーユニバーサルデザインに準拠したICレコーダーやデジタルカメラの提供を通じて、使いやすさを追求し
ます。

デジタルカメラ分野
デジタル一眼カメラ／デジタル一眼カメラ用交換レンズ／コンパクトデジタルカメラ／デジタルカメラ関連製品
その他
ICレコーダー、光学部品、双眼鏡　など

事業概要

社会的な責任・期待

参入市場

ステークホルダーの皆さまとの主なコミュニケーション

ステークホルダーとのコミュニケーション

映像事業

お客さま
医療・科学・映像の3事業において、お客さまとの対話を通
じて、多様な要求から潜在ニーズまでを正しく理解し、製
品・サービスをスピーディーに提案・提供することに努め
ています。
各事業で国内外にお客さま専用のコールセンターを設置
しお客さまの課題解決のサポートなどを行うほか、セミ
ナーの開催などお客さまと接する機会の拡大にも取り組
んでいます。

株主・投資家さま
経営方針、財務状況、事業活動状況、CSR活動などの企
業情報を公正、適時適切かつ積極的に開示しています。
決算発表にあたっては、決算説明会の開催や決算資料の
公開とともに、Webサイトを活用して決算説明会のプレ
ゼンテーション資料および、質疑応答を含めた決算説明
会の動画も配信しています。

お取引先さま 従業員・ご家族
職場の意見や課題を吸い上げるとともに、経営層の考え
や思いを従業員に直接伝える重要な機会として、従業員
と役員が対話を交わすタウンミーティングを積極的に開
催しています。
また、継続的な企業風土の検証と改善を目的として、従
業員を対象とした意識調査を実施し、その結果から従業
員と家族にも参加いただける全社イベントを実施するな
どの取り組みにつなげています。

地域社会
事業場近隣のコミュニティー、学校、企業など幅広いス
テークホルダーにオリンパスの活動を知っていただくた
め、各種の地域活動に積極的に参画しています。また、事
業場の特性に応じて、会社見学や職業体験学習の受け入
れ、学校への講師派遣、地域行事への参加や協力なども
実施しています。

国際社会・市民社会
2012年よりニッポンCSRコンソーシアム「人権デュー
ディリジェンスワークショップ」に参画し、NGO・NPOとも
協力して、人権課題の検討を行っています。また、さまざ
まなNGO・NPO・学生団体、国際機関、政府機関・行政な
どと協働して、ミレニアム開発目標（MDGs）達成への協
力を行ったほか、各種の社会貢献活動を実施しています。

デジタル一眼カメラ コンパクトデジタルカメラ ICレコーダー

各事業に関わる国内の主要なサプライヤーさまに対し
て、毎年1回、「調達方針説明会」を開催し、オリンパスグ
ループの経営戦略や調達方針の共有を図っています。
また、コンプライアンスに関する通報や相談をいただく窓
口「コンプライアンスヘルプライン」は、サプライヤーさま
もご利用いただけます。

WEB 投資家情報  http://www.olympus.co.jp/jp/ir/

OLYMPUS CSR REPORT 2016

19

トップメッセージ 特集 オリンパスの概要 ガバナンス 社会側面 環境側面 トップメッセージ 特集 オリンパスの概要 ガバナンス 社会側面 環境側面
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