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Webサイトでは、会社紹介動画
「We are KONICA MINOLTA」を公開しています



IoT、人工知能（AI）といった最新のデジタルイ
ノベーションによって、あらゆる産業においてかつ
てない大きな変革が起きる昨今、ビジネスシー
ン、ライフシーンも大きく変わろうとしています。
コニカミノルタは、こうしたビジネス環境の変化
の時代こそ最高のチャンスと捉え、自らが「課題提
起型デジタルカンパニー」としてその変革をリー
ドする企業になることを目指しています。私たちに
は、創業以来磨きあげてきた、画像や色を核とし
たイメージングの技術があり、全世界で約200万
社のお客様とのつながりもあります。この強みを
活かしながら、現在、世界中の4万人を超える従
業員が、お客様を中心に据え、お客様の真の課題
を洞察し、ビジネスの現場で働く方々の課題解決

を提供しようと日々の行動から変革に取り組んで
います。
また、これからもグローバル企業として持続的
に成長していくために、社会から支持され、必要と
される存在であり続けることを目指し、「地球環境
問題の解決」と、この地球に生きる人々の豊かさ
「Quality of Life」に貢献したいと考えています。
このために、自社内にとどまらず、お客様やサプラ
イヤー様、パートナー様など外部の企業や人 と々
もオープンにつながっていきます。私は、この「つ
ながり」の力を最大限に活かし、社会に革新をも
たらす新たな価値を創造するトップランナーにな
るという強い意志と情熱を持ち、経営に取り組ん
でまいります。

6つのバリュー

Open and honest
Customer-centric

Innovative
Passionate

Inclusive and collaborative
Accountable

経営ビジョン

グローバル社会から支持され、
必要とされる企業
足腰のしっかりした、

進化し続けるイノベーション企業

お客さまへの約束

お客さまをはじめとする社会全体の想いをカタチにすることで、
質の高い社会の実現に貢献します。

経営理念

新しい価値の創造

人間社会の進化に貢献する
新たな価値を創出し続ける企業へ

コニカミノルタ株式会社  代表執行役社長 兼 CEO

山名 昌衛
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直販比率が高いという強みを活かして、お客
様企業との信頼関係を築いています。

積極的な成長投資を行いながらも、“実質無借
金”という財務の健全性を維持しています。

イノベーションの源泉である技術資産を活
かして、新たな価値を創出し続けています。

21.5％
売上高構成比

 世界中のお客様に
「新しい価値」を提供しています。

 4つの事業分野を軸に、
質の高い社会の実現を目指します。

優良な顧客基盤

グローバルな事業展開

顧客企業数

200万社約

健全な財務体質

親会社所有者帰属持分資本比率

45.6％

豊富な技術資産

特許保有件数

20,235件

拠点

50カ国

売上高

10,591億円

連結子会社数

174社
セールス／サービス体制

150カ国約

アジア（日本を除く）・
その他

23.5％

欧州

30.1％

日本

18.7％

米国

27.7％

アジア（日本を除く）・
その他

28.3％

欧州

25.4％

日本

25.4％

米国

20.9％

従業員数

44,360人

2019年3月31日現在 ※ 売上高構成比は、2018年度実績

オフィス事業

プロフェッショナル
プリント事業

ヘルスケア事業

産業用
材料・機器事業

55.5％
売上高構成比

8.6％
売上高構成比

11.0％
売上高構成比

複合機とITサービスとの組み合わせ
により、オフィス環境の課題解決や最
適化に貢献するソリューションを提供

デジタル印刷システムに加えて、印刷
業務プロセスの効率化や効果を最大
化する各種サービスを提供

病院・クリニックのデジタル化、ネット
ワーク化を支える革新的な画像診断
ソリューションを提供

世界最先端のコア技術を活かして、
産業・社会の期待に応える高付加価
値な材料や機器を開発・提供
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世界有数の複合機メーカーとして、高性能・高品質な製品を
世界中のオフィスに提供し、お客様のビジネスの生産性向上
に貢献しています。なかでも、いち早く注力してきたA3カラー
複合機の分野では、世界市場でトップクラスのシェアを確立
しています。加えて、高度なIT技術との組み合わせによる情報
セキュリティーへの対応や、モバイルからもプリントできる利
便性、直感的に使える操作性、低消費電力などの環境性能に
こだわるなど、付加価値の
高い製品・機能を提供して
います。

複合機という単体の機器だけでなく、ITを活用したビジネス
プロセスの改善、IT環境やコンテンツの一括管理、セキュリ
ティー強化など、お客様のワークスタイルやワークフローに入
り込んだソリューションを提案することで、お客様のビジネス
の効率化・合理化・生産性向上をサポートしています。
当社のお客様は全世界に約200万社あり、その業務課題は企
業の規模、業種業態によってさまざまです。このお客様との接
点力を活かして、業務プロセスにおけるムダ、リスクなどの改
善点を見える化し、お客様とともにその課題を解決します。

当社の情報機器事業では、2003年のコニカとミノルタの経営統合
以来、カラー複合機分野に集中してトップを目指す「カラージャンル
トップ戦略」を一貫して追求してきました。その結果、新興国を中心
としたカラー複合機の需要拡大が見込まれる市場においてシェア
を拡大しており、台数ベースでは中国、中欧・東欧で1位、インドで2
位のポジションを確保し、市場の拡大を牽引しています（当社推定）。

自動品質最適化ユニット「インテリジェントクオリティーオプティマイザー
（IQ-501）」は、印刷前調整作業の自動化を実現し、これまでオペレーターが時間
をかけて行っていたマニュアル測定や数値入力を不要にしました。また、印刷中も
リアルタイムで色調や表裏の印刷ズレを監視し、生産性を落とすことなく補正も
行います。進化を続けるIQ-501は、不具合を検出・排紙し、自動復帰するインライ
ン自動検品機能も新たに搭載しました。これにより、印刷工程の大幅な効率化を
実現し、オペレーターの技能差によるばらつきもなくなり、高品質な印刷を安定
して行えます。

「必要な時に、必要なだけ、必要とするところで」出力できるオ
ンデマンド印刷の重要性に早くから着目し、トナー方式ではデ
ジタル印刷のリーディングカンパニーとして、デジタル印刷市
場の拡大を牽引してきました。近年、オフセット印刷に匹敵す
る高画質で、幅広い印刷用紙に対応したB2インクジェットデ
ジタル印刷機もラインアップに加え、一般商業印刷からラベ
ル・パッケージ印刷まで、印刷会社様のデジタル印刷導入を
強力にサポートしています。また、テキスタイルの分野では、多
品種・小ロット生産をデジタル捺染で可能にするインクジェッ
トテキスタイルプリンターを提供。お客様企業のビジネス拡
大、高付加価値化を支援しています。

マーケティングの世界では、消費者一人ひとりに対応した商
品などの開発が進んでおり、ラベルやパッケージを小部数で
作成したり、贈答用ワインのラベルに名前や日付を金箔で印
刷して特別感を醸成したりと、よりきめ細かな対応が求められ
ています。当社が出資しているフランスのMGI社は世界でも
数少ないデジタル加飾印刷技術を有し、当社の印刷機と組み
合わせて、印刷物の価値を高めています。当社は、このような
マーケティング効果を高める印刷サービスを印刷会社様とと
もに追求し、印刷会社様の業容と収益の拡大に貢献したいと
考えています。

IQ-501 デジタル印刷システム
「AccurioPress（アキュリオプレス）」シリーズ

B2インクジェットデジタル印刷機「AccurioJet KM-1」

複合機ブランド「bizhub（ビズハブ）」シリーズ

箔押しやエンボス加工など、商品の魅力を訴求する高付加価値印刷ニーズに対応

ワークスタイル・フローに変革を

高付加価値にこだわった
製品・機能で強みを発揮

複合機とITサービスを組み合わせ
お客様の業務課題解決に貢献

商業印刷、産業印刷をデジタルで革新 マーケティング効果を高める印刷サービスを提案

中国・インドなど成長市場に強いコニカミノルタ

オフィス事業

印刷に、新たな価値を
プロフェッショナルプリント事業

Topics

印刷現場の人手不足・品質の均質化に貢献する「IQ-501」
Topics

分光測色計

スキャナー
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世界でも数少ないXレイフィルムのメーカーとして始まった当
社のヘルスケア事業は、「見えないものを見える化」するという
テーマにこだわりながら、診断分野で常に新しい価値の提供
を目指しています。主力製品であるカセッテ型デジタルX線撮
影装置は、X線被曝量が少なく、高精度なデジタル画像をすぐ
に表示できることから、診断精度の向上や患者様の負担軽減
に貢献しています。また近年、超音波診断装置にも事業を拡
大し、クリニックなど初期診断を担う医療機関における診断
の高度化を支援することで、疾病の早期発見、早期治療に貢
献しています。

医療業務の効率化や高度化を支えるITサービスへのニーズ
が高まる中、クリニックと地域中核病院での地域医療連携を
サポートするネットワークサービスを提供するほか、医療環境
が十全ではない遠隔地での画像診断を支援するサービスを
展開するなど、病院・クリニック向け医療用画像情報を中心
に、医療のデジタル化・ネットワーク化への支援サービスを
行っています。また、患者様の診断画像のプラットフォームを
構築し、医療機関におけるワークフローを革新する医療IT

サービスの事業強化を進めています。

当社は、世界でも深刻な肺の疾患に対し、広く簡便に行われている胸部X線検査において動画を提供することによって、早期発見と治療に貢献し
たいと考えています。現在は静止画でしか見られない胸部単純X線検査を動画にすることにより、診断レベルを向上させることが可能となります。
X線動画解析ワークステーション「KINOSIS（キノシス）」は、当社独自の画像処理技術を搭載しており、さまざまな情報を医療現場に提供します。

カメラで培った光学技術を活かして、スマートフォンやTVなどのディ
スプレイの光や色、明るさを測る「光源色測定」や、自動車の塗装など
モノの色を測る「物体色測定」の分野で高精度測定を可能にする製
品・ソリューションを提供。色彩に対して厳しい基準を設ける業界の
モノづくりの現場で、品質確保や生産性向上に貢献しています。なか
には、事実上の“世界標準”となっている製品もあり、特にディスプレイ
画質検査分野では世界シェア50％以上を占めています。

100年を超える製品開発を通じて育まれた、化学と光学の卓越した
技術力は、今も最先端の科学を拓き続けています。液晶ディスプレイ
の偏光板を保護するフィルムや、デジタルシネマの大型プロジェク
ター用光学ユニット、産業用インクジェットプリンターのヘッドなど、圧
倒的な技術力を活かしたデバイスとソリューションを提供し、お客様
企業の製品ロードマップを共に創っていくパートナーとして、産業の
進化に貢献しています。

バングラデシュの農村部で
遠隔医療をサポート

医用画像管理システム
「FINO.VITA（フィノヴィータ）」

カセッテ型デジタルX線撮影装置
「AeroDR fine（エアロディーアール ファイン）

「AeroDR fine」は「デジタルラジオグラフィー SKR 3000（認証番号：228ABBZX00115000）」の呼称
超音波診断装置 SONIMAGE HS1 認証番号 226ABBZX00051000
「FINO.VITA」は「画像診断ソリューションFINO.View.Pro（認証番号：301AIBZX00005000）」を含む医用画像管理システムのブランド名
「KINOSIS」は「画像診断ワークステーション コニカミノルタ DI-X1（認証番号：230ABBZX00092000）」の呼称

超音波診断装置
「SONIMAGE（ソニマージュ）HS1」

ディスプレイカラーアナライザー イメージング輝度計 分光測色計

液晶偏光板
保護フィルム

プロジェクター用
光学ユニット

インクジェットヘッド

診断の高度化へ
デジタル機器で診断精度の向上に貢献 医療ITサービスにより診断の質の向上に貢献

色と光を測る技術であらゆる産業の品質管理を支援

産業用光学システム分野

高度な技術を活かして産業界に必要不可欠なキーデバイスを提供

材料・コンポーネント分野

胸部単純X線検査において動画撮影を実現する「デジタルX線動画撮影システム」

ヘルスケア事業
モノづくりに革新を
産業用材料・機器事業

Topics

7 KONICA MINOLTA, INC. 8KONICA MINOLTA, INC.



世界でも数少ないXレイフィルムのメーカーとして始まった当
社のヘルスケア事業は、「見えないものを見える化」するという
テーマにこだわりながら、診断分野で常に新しい価値の提供
を目指しています。主力製品であるカセッテ型デジタルX線撮
影装置は、X線被曝量が少なく、高精度なデジタル画像をすぐ
に表示できることから、診断精度の向上や患者様の負担軽減
に貢献しています。また近年、超音波診断装置にも事業を拡
大し、クリニックなど初期診断を担う医療機関における診断
の高度化を支援することで、疾病の早期発見、早期治療に貢
献しています。

医療業務の効率化や高度化を支えるITサービスへのニーズ
が高まる中、クリニックと地域中核病院での地域医療連携を
サポートするネットワークサービスを提供するほか、医療環境
が十全ではない遠隔地での画像診断を支援するサービスを
展開するなど、病院・クリニック向け医療用画像情報を中心
に、医療のデジタル化・ネットワーク化への支援サービスを
行っています。また、患者様の診断画像のプラットフォームを
構築し、医療機関におけるワークフローを革新する医療IT

サービスの事業強化を進めています。

当社は、世界でも深刻な肺の疾患に対し、広く簡便に行われている胸部X線検査において動画を提供することによって、早期発見と治療に貢献し
たいと考えています。現在は静止画でしか見られない胸部単純X線検査を動画にすることにより、診断レベルを向上させることが可能となります。
X線動画解析ワークステーション「KINOSIS（キノシス）」は、当社独自の画像処理技術を搭載しており、さまざまな情報を医療現場に提供します。

カメラで培った光学技術を活かして、スマートフォンやTVなどのディ
スプレイの光や色、明るさを測る「光源色測定」や、自動車の塗装など
モノの色を測る「物体色測定」の分野で高精度測定を可能にする製
品・ソリューションを提供。色彩に対して厳しい基準を設ける業界の
モノづくりの現場で、品質確保や生産性向上に貢献しています。なか
には、事実上の“世界標準”となっている製品もあり、特にディスプレイ
画質検査分野では世界シェア50％以上を占めています。

100年を超える製品開発を通じて育まれた、化学と光学の卓越した
技術力は、今も最先端の科学を拓き続けています。液晶ディスプレイ
の偏光板を保護するフィルムや、デジタルシネマの大型プロジェク
ター用光学ユニット、産業用インクジェットプリンターのヘッドなど、圧
倒的な技術力を活かしたデバイスとソリューションを提供し、お客様
企業の製品ロードマップを共に創っていくパートナーとして、産業の
進化に貢献しています。

バングラデシュの農村部で
遠隔医療をサポート

医用画像管理システム
「FINO.VITA（フィノヴィータ）」

カセッテ型デジタルX線撮影装置
「AeroDR fine（エアロディーアール ファイン）

「AeroDR fine」は「デジタルラジオグラフィー SKR 3000（認証番号：228ABBZX00115000）」の呼称
超音波診断装置 SONIMAGE HS1 認証番号 226ABBZX00051000
「FINO.VITA」は「画像診断ソリューションFINO.View.Pro（認証番号：301AIBZX00005000）」を含む医用画像管理システムのブランド名
「KINOSIS」は「画像診断ワークステーション コニカミノルタ DI-X1（認証番号：230ABBZX00092000）」の呼称

超音波診断装置
「SONIMAGE（ソニマージュ）HS1」

ディスプレイカラーアナライザー イメージング輝度計 分光測色計

液晶偏光板
保護フィルム

プロジェクター用
光学ユニット

インクジェットヘッド

診断の高度化へ
デジタル機器で診断精度の向上に貢献 医療ITサービスにより診断の質の向上に貢献

色と光を測る技術であらゆる産業の品質管理を支援

産業用光学システム分野

高度な技術を活かして産業界に必要不可欠なキーデバイスを提供

材料・コンポーネント分野

胸部単純X線検査において動画撮影を実現する「デジタルX線動画撮影システム」

ヘルスケア事業
モノづくりに革新を
産業用材料・機器事業

Topics

7 KONICA MINOLTA, INC. 8KONICA MINOLTA, INC.



エッジ
IoTプラットフォーム

ビジネス
コア技術

原点
フィルムと
カメラの技術

ロボティクス

AI

IoT

画像材料

微細加工光学

予知・予測支援

生産性向上支援

業務効率化支援

意思決定支援

創造性向上支援

最適化支援

当社は、これまで培ってきた技術と最先端のデジタル技術を組み合わせて
社会課題の解決に貢献するソリューションビジネスへの業容転換を進めています。
オフィスや製造業、医療機関、介護施設などで働く方 の々ワークフローの潜在的な課題を洞察・提起し、
その課題を共に解決することを通じて、ビジネス社会・人間社会の進化に貢献していきます。

当社は、「材料」「画像」「光学」「微細
加工」というコア技術を活かして、社
会課題の解決に貢献する新しい事
業の開発を進めています。その中核
拠点として、研究開発棟「コニカミノ
ルタ東京サイト八王子SKT」を2014
年に開設しました。ここでは、「知的共
創空間」として、事業部門の枠を超え
た研究開発や、外部の研究機関や企
業などと連携したオープンイノベー
ションに取り組んでいます。

新規ビジネス開発の専門組織「BIC」は、北米、欧州、アジア・パシ
フィック、中国、日本の世界5極体制で運営されています。各セン
ターの運営責任者には、異業種で経験を積んできたプロフェッ
ショナル人財を登用。大学やスタート
アップ企業とも連携し、多様かつ新しい
視点を取り入れながら、地域ごとの環境
変化を見据え、常時100程度のプロジェ
クトを推進しています。

● 働き方変革
● コラボレーション促進
● 意思決定の迅速化　など

● 介護の質向上
● 介護スタッフの業務負荷軽減
● 要介護者の安心　など

● 社会の安全・安心
● 作業スタッフの安全・安心
● ドライバーの安全・安心　など

● 販促ツールの質向上
● マーケティング活動のROI向上　など

● 医療サービスの向上
● 診断精度向上
● 病院経営の効率化　など

● 品質の向上
● 生産効率の向上
● 働き方変革　など

https://bic.konicaminolta.jp/

BICのプロジェクトを、
Webサイトでご紹介　

ビジネス社会・人間社会の
進化に貢献する
課題提起型デジタルカンパニーへ 

業種・業態別のソリューションを通じて
ビジネス社会・人間社会の課題解決に貢献

オフィス分野へ

介護分野へ

セキュリティー分野へ

小売・流通分野へ

医療分野へ

製造業へ

オープンイノベーションを加速する
研究開発棟「コニカミノルタ東京サイト八王子SKT」

世界5極の「ビジネスイノベーションセンター（BIC）」で
新規事業開発を推進

WEB
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バイオ
インフォマティクス

疾病の解析
患者の解析
薬効の解析

● 適切な予防
● 適切な投薬
● 適切な治療

● バイオマーカー
探索／設定

● 治験の効率化
● 新薬開発の
成功確率向上

製薬会社患者様

人体を
分子レベルで
診断

タンパク質の
見える化

臓器の
見える化

遺伝子の
見える化

ITサービスの一括提供

オフィス

安全なネットワーク環境

仕事と育児の両立
自宅

大切なデータの保管
クラウド

移動時間・費用の削減
外出先・出張先

業務の効率化

意思決定の迅速化

帳票入力業務の
省人化

コラボレーションの
促進

海外パートナー

働き方改革を支援する「Workplace Hub」

がん治療において、事前に効果が見込めて、副作用の心配のない薬を選択できるようになれば、患者様の生活の質は向上
し、医療費の抑制にもつながります。そこで近年、患者様個々の病因や遺伝子などによって層別化（グループ化）して治療薬
を選択する「個別化医療」が注目されており、製薬会社では、特定のがん細胞のみを攻撃する「分子標的薬」の開発を進めて
います。

この分子標的薬の開発に大きく貢献するのが、当社独自の蛍
光ナノイメージング技術です。これは、がん細胞を高精度で定
量的に検出するために“タンパク質を見える化”する技術であ
り、長年、写真用銀塩フィルムで培ってきた材料技術と画像処
理技術が活かされています。これに、米国のグループ会社2社
が保有する最先端の“遺伝子を見える化”する技術と“臓器を
見える化”する技術を組み合わせることで、患者様の体質を高
精度に層別化できると考えています。一人ひとりに最適な投
薬、治療の実現をサポートするとともに、新薬開発の成功率の
向上や、医療費の抑制にも貢献します。

コニカミノルタが描くプレシジョン・メディシン

あらゆるビジネスの現場で、デジタルイノベーションを活用した業務効率化や生産性向上へのニーズが高まっています。
しかし、IT人材やノウハウの不足、初期投資や管理業務の負担などから、ITの効率的な活用や運用、セキュリティーに課題を
抱えている中小企業が少なくないのが現状です。

当社は、「Workplace Hub （WPH）」で中小企業のお客様の
IT活用をサポートします。WPHは、ハードウェア、ソフトウェ
ア、サービスを統合し、お客様企業の業務課題に応じてオー
ルインワンで提供するサービスです。情報セキュリティーを保
ちながら多様な働き方を支援したり、データ入力を省人化し
たりと、業務の生産性向上に貢献します。また、製造現場では、
作業者の動きとラインの状況をモニターしてデータ解析する
ことで、品質向上や業務改善を支援します。当社は、WPHを
通じて、お客様企業の持続的な成長に貢献します。

WEB

個別化医療で
がん治療の
新たな可能性を拓く

副作用や医療費が大きな負担

“見える化”技術を駆使し、治療や創薬、医療費抑制に貢献

課題提起型デジタルカンパニーへの進化

S O C I A L  I S S U E

S O LU T I O N

中小企業の働き方改革の鍵となるIT活用

オールインワンサービスで、生産性の向上をサポート

S O C I A L  I S S U E

S O LU T I O N

ITの力で
働き方改革を
支援する

https://www.konicaminolta.com/jp-ja/
precision-medicine/index.html

当社の個別化医療事業を、
Webサイトでご紹介
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コーポレートガバナンス

新しい
価値の創造

環境

ヒューマン
キャピタル

ソーシャル
イノベー
ション

ダイバー
シティ

責任ある
サプライ
チェーン

顧客満足
向上と
製品安全

SDGsの達成に貢献

プラントの火災事故は、経済的損失だけでなく、人命に関わる
甚大な被害を引き起こす可能性があります。特に石油コンビ
ナートや発電所では、火災の原因となる可燃性ガスの安全管
理が大きな課題となっています。そこで当社が提供しているの
が「ガス監視ソリューション」
です。高度な赤外線カメラ技
術と最新の画像処理技術で
ガスを“見える化”し、発見困

難なガス漏れ箇所の特定や煩雑なデータの記録管理を支
援。トラブル発生時はもちろん、ガス漏れや設備劣化を予測す
るシステムの研究も進めています。そこで得られた成果を保
全計画を進めるお客様に提供することで、安全で効率的なプ
ラント運営に貢献していきます。

企業には、成長を続けながら、社会が抱える
課題の解決に貢献すること、つまり、企業と社
会の両方に価値を生み出すことが求められ
ます。
私たちは、世界中のステークホルダーの皆様
と協力しながら世の中に革新をもたらす“新
しい価値”を創造し続けることで、社会から支
持され、必要とされる企業を目指しています。
これを実現するために、昨今の社会情勢や事
業環境の変化も踏まえ、当社が優先的に取り
組むべきマテリアリティ（重要課題）として「環
境」「ソーシャルイノベーション」「顧客満足向

上と製品安全」「責任あるサプライチェーン」
「ヒューマンキャピタル」「ダイバーシティ」の
６つを特定。これらを軸にCSR経営を推進し
ています。マテリアリティに沿った取り組みを
グループ全体でグローバルに推進すること
で、ビジネス社会・人間社会の進化に貢献し、
さらには2030年をゴールとした「SDGs（持
続可能な開発目標）」の達成に貢献していき
たいと考えています。
また、CSRを果たすための基本要件のひとつ
として、コーポレートガバナンスの向上にも注
力しています。

ガスの漏洩箇所や濃度を色で“見える化”
米国コロラド州立大学の評価サイト（METEC）にて撮影

超高齢社会の社会課題として、要介護者の増加と介護人材
不足が挙げられます。当社は、この社会課題に着目し、介護現
場に密着することで、施設内を絶えず動き回る介護スタッフの
身体的負担やケア記録の業務負荷といった、「真の困り事」を
見出しました。そこで、独自のセンシング技術と画像処理技術
にICTを融合し、行動分析センサーとスマートフォンを軸にし
て介護業務を効率化する「ケアサポートシステム」を開発。こ
れに加えて、介護現場のデータを分析・利活用して現場の働

き方改革を実現する専門職「ケアディレクター」の人材育成
や、施設でのICTの活用定着支援までを包含したトータルソ
リューション「HitomeQ（ヒトメク） ケアサポート」を提供する
ことで、介護品質の向上と業務効率化の両立に貢献します。

WEB

WEB

介護業務の
効率化と質の向上に
貢献する

介護のワークフローを変革し、介護スタッフの負担を大幅軽減

プラントの
安全で効率的な
操業を支える

持続可能な社会のために、
新たな価値を。

ガスの可視化と、データ分析で、メンテナンスの効率化に貢献

WEB

https://www.konicaminolta.com/jp-ja/
gas/index.html

ガス監視ソリューションを、
Webサイトでご紹介

https://www.konicaminolta.com/jp-ja/
care-support/

HitomeQ ケアサポートを、
Webサイトでご紹介

https://www.konicaminolta.jp/about/
csr/index.html

詳細は、CSRサイトでご紹介
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指名委員会

委員長
EF G H A

報酬委員会

委員長
D G H B C

監査委員会

委員長
E D F H B C

取締役会と三委員会の構成

取締役会

非執行役
（8名）

取締役会
議長 取締役

A B C D E F G H

社外取締役

取締役 兼
代表執行役社長

取締役 兼
常務執行役

I J K L

兼執行役
（4名）

取締役会
（経営監督機能）

報告・提案

報告

報告

監査

監査

報告・提案

選解任

選解任

選解任

選解任

権限委譲 監督

取締役会

執行役（経営執行機能）

株主総会

指名委員会

報酬委員会

監査委員会

会
計
監
査
人

お客様や社会の課題解決に貢献

生産性向上・従業員満足度向上・
創造性とイノベーションの創出

ワークスタイル変革

健康第一の風土醸成 労働安全衛生の向上

価値を創造できる人財の育成

コニカミノルタ 新たな
品質価値の
創出

高信頼品質の実現

お客様

CO2排出量削減目標、カーボンマイナス目標

2,067千トン
Science Based Targets

(SBT)
エコビジョン

2050

80％
削減

60％
削減

中期環境計画
2019

50％
削減

中期環境計画
2016

40％
削減達成

お客様、お取引先、社会での
CO2削減

調達

生産

物流

製品
使用

販売
サービス

顧客満足
No.1へ

事業活動

製品ライフ
サイクルに
おける

CO2排出量

20502030201920162005

コーポレートガバナンス体制（2019年6月18日現在）

感 動信 頼安 全 安 心

●経営の監督と執行の分離、実効性の
高い監督機能の確立のため「指名委
員会等設置会社」を採用

●委員長は社外取締役
●執行役を兼務する取締役は委員を務
めない

三委員会の特長

●議長は執行役を兼務しない
●社外取締役比率が1／3以上
●社外取締役全員が独立役員
●執行役を兼務しない取締役が過半数

取締役会の特長

仕組みの特長

2050年を見据えた長期環境ビジョン
「エコビジョン2050」、マイルストーンと
なる「中期環境計画」のもと、環境負荷を
抑制し、持続可能な社会づくりへの貢献
を目指しています。「エコビジョン2050」
では、意欲的な目標として「カーボンマイ
ナス」という概念を取り入れています。こ
れは、当社がこれまで培ってきた環境技
術やノウハウを、お客様やお取引先と
いったステークホルダーに提供すること
で、2050年に自社によるCO2排出量を
上回るCO2削減効果を実現していこう
というものです。これにより、当社一社だ
けで取り組むよりもさらに大きな環境負
荷の低減に貢献していきたいと考えて
います。

現在進めている「中期品質計画2017～
2019」では、「高信頼品質の実現」によ
り、お客様へ“安全・安心”を提供すると
ともに、「新たな品質価値の創出」によっ
て、お客様に“感動”を提供していくこと
で、「顧客満足No.1」を目指しています。
高信頼品質の実現に向けては、当社の
事業が製品ビジネスからサービスビジ
ネスへと変わりゆくなかで、品質保証も
“モノの保証”から“コトの保証”へと転換
を図るため、品質強化の仕組みづくりに
取り組んでいます。また、新たな品質価

値の創出に向けては、お客様が現場で
持つ感情や要望を製品・サービスの改
善に活かし、時にお客様自身も気づいて

当社グループでは、国籍や人種、思想、
文化、言語、性別、年齢、専門性など、さ
まざまな違いを持つ4万人以上の従業
員が活躍しています。この人財の多様
性が、今までにない革新的な発想やア
イデアをもたらし、お客様や社会の課題
解決に貢献する新しい価値を生み出す
源泉だと考えています。そのため、多様
な人財がお互いを認め合い、刺激し合
える環境づくりに取り組んでいます。

中長期的な企業価値の向上には、経営
の執行における適切なリスクテイクを促
す一方、執行に対する実効性の高い監
督が必要と考え、監督側の視点からガバ
ナンスの仕組みを構築しています。

ガバナンス体制では、次の3つの考え方
を基本に、2003年に「委員会等設置会
社（現 指名委員会等設置会社）」を選択
しました。
● 経営の監督と執行を分離し、企業価

いなかった課題をも発掘し解決するこ
とで、期待を超える新たな感動をお届け
できるよう進めています。

また、従業員が能力を最大限に発揮す
るためには、一人ひとりが心身ともに健
康な状態で、やりがい・働きがいを持っ
て活躍できる風土・環境づくりが不可
欠です。当社では、健康第一の風土醸
成と労働安全衛生の向上をベースとし
つつ、一人ひとりの能力を最大限に引き
出すため、ワークスタイルの変革を進め
ています。

値向上に資するべく経営の監督機能
を確保する。

● 株主の目線からの監督を担うことが
できる独立社外取締役を選任する。

● これらにより経営の透明性・健全性・
効率性を向上させる。

2050年の「カーボンマイナス」実現を目指しています

お客様の期待を超える感動品質を目指します

社会に“新しい価値”を生み出す源泉は人財です

実効性のあるコーポレートガバナンスを追求します

持続可能な社会の実現に貢献しながら、
企業価値の向上に取り組んでいます。
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会社概要

本社所在地 東京都千代田区丸の内2-7-2　JPタワー

代表者 代表執行役社長 兼 CEO　山名 昌衛

設立 1936年（昭和11年）12月22日

創業 1873年（明治6年）

資本金 37,519百万円

決算期 3月31日

従業員数 単体 5,207名（2019年3月現在）
 連結 44,360名（2019年3月現在） ①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

417

10,591

Corporate Information Corporate History

連結売上高

コニカミノルタの経営に対する社外からの評価

EcoVadis社による
サステナビリティ調査に
おいて3年連続で
「ゴールド」評価

FTSE4Good Index 
Seriesの構成銘柄に
16年連続で採用

ISS-oekom（イーコム）社の
ESG格付でトップクラスの
「Prime（プライム）」に

9年連続で認定

2000年 「重合法トナー」の製造・販売を行う合弁会社、「株式会社コニカミノルタサプライズ」発足  

1873年 杉浦六三郎、東京麹町の小西屋六兵衛店で
 写真および石版材料の取り扱い開始
 （後のコニカ株式会社の創業） ①

1903年 国産初のブランド付カメラ
 「チェリー手提用暗函」発売 ②

1933年 自社開発・生産の
 「さくらレントゲンフィルム」発売

1940年 国産初のカラーフィルム
 「さくら天然色フィルム」発表 ③

1971年 国産技術による
 最初の間接乾式電子写真複写機
 「U-Bix（ユービックス） 480」発売

1975年 世界初の連動ストロボ内蔵35mmカメラ
 「C35EF（ピッカリコニカ）」発売

1977年 世界初の自動焦点カメラ
 「C35AF(ジャスピンコニカ)」発売 ④

1984年 コンパクトディスク用
 超高精度非球面プラスチックレンズを開発

2000年 液晶偏光板用TACフィルム事業の本格展開開始

Since 1873：コニカ

2003年 コニカとミノルタが経営統合、
 「コニカミノルタホールディングス株式会社」誕生

2004年 次世代インクジェットテキスタイルプリンター
 「Nassenger(ナッセンジャー) V」発売

2007年 フォト・カメラ事業を終了

2010年 デジタル印刷システム
 「bizhub(ビズハブ) PRESS C8000」発売

2011年 カセッテ型デジタルX線撮影装置
 「AeroDR(エアロディーアール)」発売

2011年 世界初のリン光発光材料のみ使用の
 有機EL照明パネルを発売

2013年 経営体制を再編し、
 社名を「コニカミノルタ株式会社」に変更

2016年 B2インクジェットデジタル印刷機
 「AccurioJet（アキュリオ ジェット） KM-1」発売

2018年 個別化医療分野の新会社
 「Konica Minolta Precision Medicine, Inc.」設立

Since 2003：コニカミノルタ

1928年 田嶋一雄、「日独写真機商店」
 （後のミノルタ株式会社）を創業。
 国産カメラの製造に着手
 翌年、一号機「ニフカレッテ」発売 ⑤

1957年 プラネタリウム一号機完成
 翌年、阪神パークの科学博出品初公開

1960年 複写機一号機「ミノルタコピーマスター」
 （湿式ジアゾ複写機）完成 ⑥

1962年 米国最初の人間衛星船フレンドシップ7号に
 「ミノルタハイマチック」が搭載。その後、アポロ8号・10号・
 11号には露出計「スペースメーター」が搭載

1968年 テレビ色彩調整分析器「TVカラーアナライザ」発売

1977年 世界初の指先測定型パルスオキシメーター
 「OXIMET MET-1471」発売

1983年 世界初、倍率が無段階に選べるズーム複写機
 「EP450Z」発売

1985年 本格的なオートフォーカス機能を備えた
 一眼レフカメラ「α-7000」発売 ⑦

1990年 デジタルフルカラー複写機「CF70」発売

Since 1928：ミノルタ

私たちもコニカミノルタグループです
コニカミノルタプラネタリウム

https://planetarium.konicaminolta.jp/

kinko’s

https://www.kinkos.co.jp/

コニカミノルタ陸上競技部

https://www.konicaminolta.com/
jp-ja/athlete/index.html

連結営業利益／売上高営業利益率

親会社の所有者に帰属する当期利益／ROE 事業別構成 （2018年度）

RobecoSAM社の格付において
2年連続で「ゴールドクラス」に選定

「Dow Jones Sustainability World 
Index」の構成銘柄に8年連続で採用 品質経営度 
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■営業利益 売上高営業利益率

■親会社の所有者に帰属する当期利益 ROE

5.9

※当社は国際会計基準(IFRS）を採用しています

※1 第22回「環境経営度調査」製造業総合ランキング（日本経済新聞社）1位
※2 第10回「企業の品質経営度調査」総合ランキング（一般財団法人日本科学技術連盟）1位

※新規事業・コーポレートその他分は含まず

売上高 営業利益
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56％
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56％

プロフェッショナル
プリント事業
21％

ヘルス
ケア事業
9％

産業用
材料・機器事業
11％

新規事業
3％

オフィス事業
56％

プロフェッショナル
プリント事業
16％

ヘルス
ケア事業
3％

産業用
材料・機器事業
25％

20182015 2016 2017 （年度）2014 2015 2016 2018（年度）2014 2017

20182015 2016 2017 （年度）2014
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会社案内

T H E  C R E A T I O N  O F  N E W  V A L U E

〒100-7015
東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー

https://konicaminolta.com
201911

https://video.konicaminolta.com/detail/videos/new/video/5724518295001

Webサイトでは、会社紹介動画
「We are KONICA MINOLTA」を公開しています


