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ヘルスケア事業

産業用材料・機器事業

カセッテ型DR国内市場でトップクラスのシェア

ジャンルトップ

21

「AeroDR PREMIUM」

計測機器や産業・プロ用レンズ等からなる「産業用光学システム分野」と液晶ディスプレイに
使用されるTACフィルム、成長分野である有機EL照明や機能性フィルムなどを展開する「機能
材料事業分野」で構成されています。

※施設数基準による外部資料からの当社推定、2013年9月時点

情報機器事業 77%
複合機（MFP）などの機器、ITサービスを提供する「オフィスサービス分野」と
デジタル印刷機、各種印刷サービス及び産業用インクジェットからなる「商業・
産業印刷分野」で構成されています。

最先端の画像処理技術を活かした画像診断システムの製造・販売や保守および
サービス事業を展開しています。

プロフィール

売上高
構成

※2013年度実績

●オフィスサービス分野 ●商業・産業印刷分野　

A3カラー複合機で
海外トップクラスのシェア

ジャンルトップ

光ディスク用ピックアップレンズ、ディスプレイ
アナライザーでトップクラスのシェア

視野角拡大用VA-TACフィルムで
世界トップクラスのシェア

ジャンルトップ

●産業用光学システム分野 ●機能材料分野

※CY2013の外部データをもとに当社推定、面積ベース

「液晶偏光板用
  TACフィルム」

「ブルーレイディスク用
 ピックアップレンズ」

「ディスプレイカラーアナライザ 
 CA-310」

9%

12%

2%
その他事業

60%

17%

9%

6%
6%

FORM2016を掲げ、変化する経営環境の中で、
成長と企業価値の向上に取り組みます。
ぞれの分野でジャンルトップ戦略を展開しています。

コニカミノルタグループは、新中期経営計画TRANS
お客様本位で業容転換を図り、持続的

目指すべき姿に合わせて、事業分野を５つに分け、それ

カラーデジタル印刷システムで
世界トップクラスのシェア

「bizhub PRESS C1100」製品の内部イメージ図「bizhub（ビズハブ） C554 e」シリーズ

※CY2013の外部データをもとに当社推定、台数ベース ※CY2013の外部データをもとに当社推定、台数ベース

※CY2013 当社推定
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　当期間における当社グループの連結売上高は4,785億円（前年同期比
6.2％増、）営業利益は291億円（同20.7％増）となりました。情報機器事業
ではオフィスサービス、商業・産業印刷両分野においてサービス提供力を軸
としたカラー製品の販売増とそれに伴う利益増が増収増益に貢献しました。
ヘルスケア事業は国内外の市況が奮わず苦戦を強いられましたが、産業用
材料・機器事業ではTACフィルム、計測機器の販売増や一連の構造改革効
果による収益改善が増益に寄与しました。四半期純利益は、146億円（同
164.2%増）となりました。前期での不採算事業の撤退損や経営体制再編に
伴う繰延税金資産見直しに係る税効果などの特殊要因が減少したことで大
幅な増益となりました。
　このように順調な業績進捗を踏まえて、通期業績予想を売上高1兆100
億円、営業利益650億円、当期純利益300億円に見直しました。期初予想
からそれぞれ、100億円、30億円、40億円増額修正しております。
　株主の皆様への利益配分につきましては、第2四半期末配当は期初予想
の通り1株当たり10円をお支払いすることといたしました。なお、期末配当
は1株当たり10円、年間配当金は1株当たり2円50銭増配の20円を予定
しております。また、100億円、1,000万株を上限とする自己株式の取得も
予定通り終了いたしました。

　株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜ります
ようお願い申し上げます。

2014年11月
コニカミノルタ株式会社
代表執行役社長

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上
げます。
当社グループの2015年3月期第2四半期連結累計期間（2014年4月～9
月、以下「当期間」）の概況をご報告いたします。
当期間のグループ業績は、情報機器事業では主力製品の販売が堅調に推移し、
産業用材料・機器事業での収益好転も寄与して、増収増益の決算となりました。
このように順調な業績進捗を踏まえて通期業績予想を上方修正いたしました。
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2015年3月期通期
業績予想の修正

売上高
営業利益
経常利益
当期純利益

10,100億円
650億円
610億円
300億円

10,000億円
620億円
570億円
260億円

9,437億円
581億円
546億円
218億円

7.0%
11.8%
11.7%
37.2%

2014年10月31日発表 前回予想 前年実績 前年同期増減率

2015年3月期第2四半期連結累計期間
（当期間）業績の概要
売上高
営業利益
経常利益
四半期純利益

4,785億円
291億円
286億円
146億円

　当期間の業績は、情報機器事業や産業用材料・機器事業が好調に推移したのに加え、円安の為替効果もあり、
期初の予想を上回る結果となりました。これを踏まえ通期業績予想につきましては、上記のように修正いたします。

株主還元の強化について
当社では新中期経営計画「TRANSFORM 2016」において、株主還元を重要な経営課題と位置づけ、
その充実及び強化に取り組むという方針を掲げており、株主様へ継続的に利益還元してまいります。

【配当】
当期の剰余金の配当につきましては、第2四半期末は前期と同額の1株当たり10円の配当を実施い
たします。期末も10円の配当を予定しておりますので、年間の配当金は20円となります。前期の年間
での配当金は経営統合10周年の記念配当を含め1株当たり17円50銭でしたので、2円50銭の増
配となります。
中期経営目標で描く、持続的な利益成長に合わせ、来期以降も継続的な増配を目指していきたいと考
えております。

【自己株式の取得および消却】
前期には経営統合以来初となる自己株式の取得を行いましたが、当期も株主還元強化、ROE重視の
方針に沿って、新たに自己株式の取得を実施しました。更に前期に取得した自己株式の消却も行いました。
今後も引き続き、成長投資を実行しながら、株主還元策を強化したいと考えております。

− 当期の自己株式取得のご報告 − − 自己株式消却のご報告 −
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用
される同法第156条の規定に基づく自己株式の取得
について、本年2回目となる自己株式取得を平成26
年7月31日から10月16日までの間に以下のとおり
実施し、終了いたしました。
 • 取得した株式の総数 8,721,500株
 • 株式の取得価格の総額 9,999,971,651円

前回取得分（2014年1月～4月実施）の自己株式は、
会社法第178条の規定に基づき消却いたしました。
 • 消却した株式の総数 20,000,000株
 • 消却後の発行株式総数 511,664,337株
 • 消却日 2014年8月29日

　情報機器事業では、オフィスサービス分野のA3カラー
複合機が好調に推移し、前年同期から販売台数を伸ば
しました。欧米では複合機とITサービスを組み合わせ
たハイブリッド型の販売が成果を挙げており、特に業種
別提案型販売で先行している米国において成功事例
が増えています。商業・産業印刷分野では、新製品効果
も寄与し、デジタル印刷機の販売台数は前年同期を上
回りました。また、産業用インクジェットヘッドを中心に
インクジェット関連も好調な販売が続きました。
　ヘルスケア事業では、海外はデジタル機器を中心に
販売を伸ばしましたが、国内は診療報酬改定の影響が
継続し、主力のカセッテ型デジタルX線画像診断システ
ムを含み厳しい状況が続きました。一方、新たな事業領
域である超音波画像診断装置は自社開発の新製品を
投入し、事業強化を進めました。
　産業用材料・機器事業では、産業用光学システム分
野は、計測機器が光源色分野を中心に好調を維持し、
売上を拡大しました。また、光学分野の産業・プロ用レ
ンズの販売も概ね堅調に推移しました。機能材料分野は、
大型液晶テレビ、中小型パネルの需要が堅調に推移し
たことにより、液晶偏光板用TACフィルム及び視野角
拡大用VA-TACフィルムの販売数量は前年同期を上
回りました。

（前年同期比6.2%増）

（同20.7%増）

（同33.4%増）

（同164.2%増）

売上高

営業利益

当期純利益

売上高

営業利益

当期純利益

（億円）

2012年度 2014年度
第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期（予想）

2013年度
第2四半期累計 通期

2012年度 2014年度
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2012年度 2014年度
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2012年度 2014年度
第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期（予想）
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第2四半期累計 通期
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2013年度
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202
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前年同期比 6.2%増

前年同期比 20.7%増

前年同期比 164.2%増
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慣れているお客様もいらっしゃいますが、アドバイスやサ
ポートを求めている方もご来店されます。だからこそ、実際
のサポートや作業に入る前に、お客様のご要望を細かく伺
い、状況・要望を知り尽くすことが大切です。この「知り尽く
す」ことが、お客様の想定を超えた解決策のご提案にもつ
ながっています。
　店舗営業の場合、こう
した一人ひとりのお客様
のご要望に応えていくこ
とが次のご来店につなが
り、ご利用機会の拡大に
結びついていきます。

　接客の醍醐味はなんと言っても感動の共有だと感じてい
ます。私たちがご提案しているオンデマンドソリューション
は、特に「スピード」が求められます。お客様が「無理かなぁ」
と思われている納期も、キンコーズなら知恵を絞ってやりと
げます。例えば、１店舗では対応できない量の仕事が急に
入って来た時は、他の店舗と連携をとり、分散して対応する
こともあります。そして、お客様のご指定の場所に、ご指定
の時間に間に合うようお届けし、お客様に喜んでいただく
ことで私達も達成感を感じるのです。

　また、当社のスタッフ
は、単に出力、製本だけ
でなく、お客様のご要望
に合わせ、モノづくりの
企画・制作もサポートし
ています。そこでも「こん
なデザインはいかがで
すか？」などアドバイスや
サポートを行い、でき上
がった成果に喜んでいた
だけた時は、まさに感動
です。

　私たちが目指すのは、お客様の思いを実現し、新しい
価値をご提供していくことです。お客様の感謝やお礼の
メッセージを直接いただいたり、あるいは社内ホームペー
ジで目にした時は、接客業としての最大の醍醐味を感じ
ます。

お客様それぞれのご要望に合わせて、オンデマンドソリューションを提供するキンコーズ。
しかし、その実態は想像以上に幅広いサポートを提供しています。
2012年6月にコニカミノルタグループに加わったキンコーズとして、渋谷地区で3店目の
オープンして間もない店舗。そんな店舗を通じて、コニカミノルタグループが取り組んでい
るトランスフォームの現場を松本店長への取材をもとにご紹介します。

「こうしてお客様の輪が広がっていくんだな」、
 そんなことに感動！

　そもそもキンコーズって何をしている会社かご存じですか。ビジネスコンビニとも呼ば
れ、印刷、製本などのオンデマンドプリント（短納期/小ロット）を核に、企画やデザイン、そし
て配送まで請負っている会社です。平たく言えばビジネス書類、販促ＰＯＰからポスター、年
賀状、名刺などの製作を一貫してサポートしています。店舗はその最前線として、お客様の
ご要望に合わせセルフあるいはフルサービスをご提供しています。
　ここ「渋谷公園通り店」は、2013年12月にオープンした新しい店舗です。近隣には、流行
の飲食やアパレルショップなどが連なり、ポスター印刷などのサービスをご利用いただくお
客様にご支持いただいています。また、デザイン系の学生さんのご利用も多く、セルフサー
ビスの時間貸しサービスでパソコンを利用して制作活動に励んでおられます。
　こんな立地ですので、他店とはちょっと違ったサポートも求められます。来店される学生さ
んのうち、特に入学したての１年生は、自分の作品をつくる上で、ソフト、ハードの使い方に不
慣れであったり、ちょっとしたクリエイティブのアイデアを探していたりします。ご利用は“セル
フ”が基本ですが、こんな時は積極的にサポートさせていただています。こうしたお客様との
やり取りが口コミとなり、お客様の輪が広がっていきます。オープン後まだ約1年ですが、当店
の繁忙期は、学生さんが作品を提出することの多い休み前になりました。今では、学校の先生

から「いつ頃作品を提出させるから、よろしく」といったご連絡をい
ただいたり、私が学校に直接出向いたりすることもあるんですよ。

　キンコーズのサービス窓口は、「店舗」、「法人営業」、「オンライ
ン」と3つのチャネルがあります。店舗にはパソコンやソフトを使い

渋谷公園通り店
店長　松本 由美子

社会に出た当時から営業畑
で仕事をしてきました。私の
性に合うように思います。だ
から、キンコーズ入社後も法
人営業で唯一の女性営業ス
タッフとして頑張ってきました。
その後、店舗勤務に異動し、
ここ「渋谷公園通り店」が５店
舗目になります。店長として
の業務には、売上
管理、人材育成、接
客などがあります
が、直接お客様と
触れる現場として
何よりも接客を大
切にしています。

▲カウンター接客風景 ▲フルサービス作業風景

店舗ごとに立地に合わせたサービスを

接客がすべて

お客様との感動の共有が醍醐味

特 集 ～TRANSFORM最前線～ キンコーズ「渋谷公園通り店」

▲セルフサービス用PC

「ちょっとそれは無理？」
ある時、お客様が慌ててご来店され、すでに製本した
プレゼンテーション資料の中の数ページを差し替えな
ければならなくなったとお困りの様子。まずは、お客様
の要望を知り尽くす。全体100ページの製本でその内
8ページの差し替え、所要時間はなんと20分！ お客様
は全部やり直すしかないとお考えで「ちょっとそれは無
理？」。そこで、差し替えページのみプリント出力して、
再製本することをご提案。みごと20分間で仕上げまし
た。後日、プレゼンテーションの成功とお礼のお電話を
頂戴し、スタッフ一同感動でした。

感動のエピソード1

「小さな常連様」
これは当店ではなく、私が以前店長を勤めていた店舗
での出来事ですが、珍しくお店に小さいお子様がいる
なと思っていたら、小学校5年生の男の子でした。セル
フのラミネート加工で学校で使う下敷を作っていまし
た。親身になってアドバイスしていると気に入っていた
だけたらしく、毎日のようにご来店。その後しばらくす
るとお友達も一緒に来てセルフサービスをご利用され
るようになりました。「接客って大切だな」、「こうしてお
客様の輪が広がっていくんだな」、そんなことに感動！ 
そんなある日、小学校から「１人の生徒がそちらでの体
験学習を希望している」との電話が。やってきたのはそ
の男の子。ここまで思っていてくれたのかと、さらに感
動！ 体験学習が終了後、「将来はキンコーズに入る？」と
話しかけると男の子曰く「僕は将来ＩＴ関連の社長にな
るんだ」。 …キンコーズもＩＴ関連なのに (>_<)

感動のエピソード2
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店舗はお客様と直接触れることのできる最前線。
ご来店されるお客様の声を聞き、ご要望に応えていきます。

現在、コニカミノルタグループでは新しい中期経営計画の下、顧客本位の業容転換を進め、
お客様にとって最適なソリューション、サービスのご提供ができるように

グループ力を結集して取り組んでいます。

お客様のご要望に応える、新しい価値を生み出していきたい。
コニカミノルタグループが進めるお客様本位のサービス展開。

その取り組みの一例をご紹介します。

特 集 ～TRANSFORM最前線～ キンコーズ「渋谷公園通り店」

■ キンコーズ・ジャパン株式会社

■ サービス概要

本社
店舗数

HP

：
：

：

　お客様企業はオフィス内の印刷だけでなく、宣伝や販
促活動のために外注印刷に多くの経費を投じていらっ
しゃいます。委託する印刷企業様の選択や印刷プロセス
を最適化することで大きな経費削減ができることがあり
ます。またデジタル印刷やSNSなどのデジタルメディア
を活用して、宣伝や販促の効果を高めることもお客様企
業のマーケティング部門の課題です。
　コニカミノルタグループではこうした課題を解決する
サービス（Marketing Print Management）で実績を挙
げている企業のグループ化を進めています。
　まず 、この サ ービ ス が 最 も 進 ん で い る 欧 州 で
Charterhouse社を2012年に買収し、今年の6月には
豪州のErgo社を買収して、アジア・オセアニア地域にも
サービスを拡大しました。

　今後は更に北米、日本にも展開して、グローバルなス
ケールで当社独自のビジネスモデルを確立しながらお客
様企業に新しい価値を提供するとともにカラーデジタル
印刷機の販売拡大にも繋げていきたいと考えています。

海外でもサービス事業の強化を進めています。

　コニカミノルタグループではお客様企業の出力環境を
最適化するサービスの強化に取り組んでいます。大きな会
議の前日や年度末にコピー量が増えるなど、オフィスにお
ける印刷物のボリュームは時期によって変動するもので
す。そういった印刷ボリュームのピークに合わせて導入す
る複合機の機種を選定すると、ピーク時以外はオーバー
スペックで過剰な投資になってしまうことがあります。
　限られた期間の印刷需要のピーク時にはキンコーズ
にアウトソーシングしていただくことで、過剰な設備投

資、従業員の皆さまの長時間の残業を抑制することも可
能になります。
　このようにお客様の出力環境、ご要望に合わせて、さ
まざまな選択肢をご提案できるようになったことが、キン
コーズが当社グループに加わったメリットです。
　また、こうしたご提案ができるのは、複合機業界ではコ
ニカミノルタだけであり、こうしたご提案を評価いただい
たことが当社複合機導入の決め手になるケースも増え
ています。

オフィス環境の最適化にもキンコーズがお役にたちます。

　この店舗にもコニカミノルタ製の新しい複合機やプロ
ダクションプリント機が導入されました。結果、お客様の
ご要望にいっそう応えられると同時に、できる事が広がっ
た分お客様へのアピールも重要になります。お店は、お客
様と直接触れ、生の声を聞ける現場です。小学生からご
年配の方々、ビジネスマンから学生さん、様々なご要望を
もって当店に来られます。そんなご要望に応え、そして、そ
のニーズを店舗スタッフ、社内、コニカミノルタグループ
全体に伝え、新しい価値を生み出していきたい。また、接
客を大切に、後進を育て、とくに、私は女性なので、女性の

働きやすい職場を作り、コニカミノルタグループの最前線
としての役割を果たしていきます。
　株主の皆様も、お近くにキンコーズ店がございました
ら、是非ご利用になってみてください。親身なサポートで
ご対応させていただきます。
　それから最後に、季節柄、
そろそろ年賀状のシーズンで
す。株主様への「ご優待割引」
もご用意していますので、よろ
しくお願い申し上げます！

コニカミノルタグループの一員として

オンライン

店舗

法人担当営業

オンライン

店舗

法
人
の
お
客
様

一般
の
お
客
様

kinko's
●プリント ●コピー
●スキャニング ●製本 
●後加工 ●CRDサービス
●3Dプリント　　　　  など

オンライン

製作内容検討・合意

広告代理店

印刷会社様

用紙会社様

お客様企業

発注Charterhouse
サプライヤー
ネットワーク
1,280社

Pick Up

東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビルディング27F
51店（2014年10月現在）
仙台１店舗/東京34店舗/横浜2店舗/千葉1店舗
名古屋4店舗/大阪7店舗/京都１店舗/神戸1店舗
http://www.kinkos.co.jp
又は　キンコーズ　　　検索

 など
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2013年度

89

151

第2四半期
累計

通期
2014年度

121

185

第2四半期
累計

通期
（予想）

2013年度

624

1,161

2014年度

594

1,150

第2四半期
累計

通期 第2四半期
累計

通期
（予想）

2013年度

19

45

2014年度

10

45

第2四半期
累計

通期 第2四半期
累計

通期
（予想）

2013年度

359

823

2014年度

364

850

第2四半期
累計

通期 第2四半期
累計

通期
（予想）

カセッテ型DRの販売拡大、超音波画像診断装置新製品投入で売上は確保するも、経費増で減益
ヘルスケア事業

＜決算のポイント＞
●主力のカセッテ型デジタルX線撮影装置は国内はクリニック向け、

海外は有力パートナーとの協業で販売増
●超音波画像診断装置の新製品が病院市場で高評価、事業貢献

開始

■ 売上高
前年同期比

364億円
1.3%増

■ 営業利益
前年同期比

10億円
46.4%減

（億円） （億円）

産業用材料・機器事業
計測機器やTACフィルムの販売増、構造改革効果も寄与し増益

産業用光学システム分野
＜決算のポイント＞
●計測機器は好調を持続し、売上・利益ともに拡大
●昨年度に実施したHDD用ガラス基板事業撤退など構造改革によ

り売上高は減少

機能材料分野
＜決算のポイント＞
●大型液晶テレビ向けやスマートフォン、タブレット等の中小型パネル

向けとも堅調に推移、TACフィルムは前年並みの売上確保

■ 売上高
前年同期比

594億円
4.8%減

■ 営業利益
前年同期比

121億円
35.6%増

（億円） （億円）

情報機器事業

＜決算のポイント＞
オフィスサービス分野

●日米欧他の全地域で主力のA3カラー機が販売増
●欧米中心に、ＭＦＰとＩＴサービスを組み合わせたハ

イブリッド型販売拡大により増収

2013年度

3,494

7,399

第2四半期
累計

通期
2014年度

3,811

8,100

第2四半期
累計

通期
（予想）

（億円）
2013年度

270

666

2014年度

302

720

第2四半期
累計

通期 第2四半期
累計

通期
（予想）

（億円）

■ 売上高
前年同期比

3,811億円
9.1%増

■ 営業利益
前年同期比

302億円
12.0%増

●カラーMFP、デジタル印刷システムの販売増やサービス事業の拡大により増収
●商業・産業印刷分野の採算性が向上し、増益を牽引

商業・産業印刷分野　
＜決算のポイント＞
●全地域でカラーデジタル印刷システムの販売が

好調
●アジア・パシフィックでもMPMサービスに参入し

グローバル展開も順調に進捗
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金融機関
38.6% 

金融商品取引業者 2.8%
その他の法人 3.5%

外国法人など
44.8%

自己名義株式 1.5%
個人・その他 8.8%

2013年 2014年
9月12月9月6月 3月 6月
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金融機関
38.6% 

金融商品取引業者 2.8%
その他の法人 3.5%

外国法人など
44.8%

自己名義株式 1.5%
個人・その他 8.8%

2013年 2014年
9月12月9月6月 3月 6月

1,400

1,000

1,200

600

800

◎出来高（百万株）

◎株価（円）

100
75

0

50
25

商号 コニカミノルタ株式会社
証券コード 4902（東証第一部）
創業 1873年（明治6年）
株式会社の設立 1936年（昭和11年）
資本金 37,519百万円
従業員数 41,713名（連結） 

2014年9月30日時点 
本社 〒100-7015 

東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー
関西支社 〒550-0005 

大阪府大阪市西区西本町2-3-10 
西本町インテス

役員
〈取締役〉
松﨑　正年（取締役会議長） 木谷　彰男
山名　昌衛 安藤　吉昭
近藤　詔治 杉山　高司
𠮷川　廣和 大須賀　健
榎本　隆 畑野　誠司
釡　　和明

〈執行役〉
代表執行役社長 山名　昌衛
専務執行役 杉山　高司
常務執行役 家氏　信康

白木　善紹
原口　淳 
大須賀　健
腰塚　国博
畑野　誠司
若島　司

執行役 秦　　和義   中村　富夫
大野　彰得 伊藤　豊次
浅井　真吾 真田　憲一
塩見　憲 田井　昭
鈴木　博幸 仲川　幾夫

大株主（上位5名）
 株主名 持株数（千株）持株比率（%）※

日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 29,477 5.8
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 25,805 5.1
株式会社三菱東京UFJ銀行 13,945 2.7
ジェーピー モルガン チェース バンク
385167 11,948 2.3
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

（三井住友信託銀行再信託分・
 株式会社三井住友銀行退職給付信託口） 11,875 2.3

発行可能株式総数 1,200,000,000株
発行済株式の総数 511,664,337株
株主数 26,512名

※持株比率は、自己株式（7,670,140株）を控除して計算しています。

※取締役 近藤詔治、𠮷川廣和、榎本隆、釡和明の4氏は、会社法第2
条第15号に定める社外取締役であり、株式会社東京証券取引所
有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員です。

※取締役 山名昌衛、杉山高司、大須賀健、畑野誠司の4氏は、執行役
を兼務しています。

所有者別株式分布状況

株価と出来高推移（東京証券取引所）

～経済・環境側面の取り組みがセクター内で最高の評価～
　この度当社は、世界的に権威のある社会的責任投資（SRI）指標の一つ

「Dow Jones Sustainability World Index」の構成銘柄に3年連続で採
用されました。
　イノベーションマネジメントや危機管理などの経済側面、気候変動に関す
る戦略や環境方針・マネジメントなどの環境側面への取り組みが「コンピュー
ター・周辺・オフィス機器セクター」の中で最も高い評価を獲得しました。

■「Dow Jones Sustainability World Index」構成銘柄に3年連続で採用

 ～創業以来の技術の根幹である「光」と「色」を基調にしたデザイン～
■新研究開発棟「コニカミノルタ八王子SKT」がグッドデザイン賞受賞

様々なミーティングスペースを配置したアトリウム

■3製品も2014年度グッドデザイン賞を受賞

「bizhub PRESS C1100 / C1085」

「bizhub C3850」「SONIMAGE HS1」

　今年発売した当社の3製品が公益財団法人日本デザイン振興
会主催の2014年度グッドデザイン賞を受賞しました。
　超音波画像診断装置の「SONIMAGE（ソニマージュ） HS1」
は、可搬性の高いコンパクトなボディと操作性が評価されました。
また、デジタル印刷システム「bizhub（ビズハブ） PRESS C1100 
/ C1085」は作業環境への細かな最適化がなされている点が、
A4カラー複合機「bizhub C3850」は単に省スペース化するだけ
ではなく、オフィス環境を真摯に考えた当社の開発姿勢が評価さ
れました。
　当社は、これからも社会的価値・顧客価値の高いデザインを継
続的に創出することで企業の成長とブランド価値の向上に貢献し
ていきます。

　SKTは技術開発の中核拠点として機能するコニカミノルタ東京サイト八王子
に、本年4月に開設しました。デジタル印刷システムの開発機能を集約し、さら
に事業部門の枠を超えた技術の融合・複合化の加速や、社内外のオープンイノ
ベーションの促進を通じ、新しい「価値」の創造をめざす場として立ち上がりま
した。
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〒100-7015
東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー
法務総務部　TEL：03-6250-2000

http://konicaminolta.jp/
この株主通信に記載されている当社の現在の計画・戦略および将来の業績見通しは、現在入手可能な情報に基づき、
当社が現時点で合理的であると判断したものであり、リスクや不確実性を含んでいます。
実際の業績は様々な要素によりこの株主通信の内容とは異なる可能性のあることをご承知おきください。

（2014年11月発行）

地球環境にやさしいFSC認証紙とVOC（揮発性有機化合物）を
含まない植物油インキを使用しています。

ニューイヤー駅伝 3連覇にむけて
毎年元日に行われる駅伝最高峰のニューイヤー
駅伝において、過去8回の優勝を誇るコニカミ
ノルタ陸上競技部。質の高いトレーニングを通
じてメンバー同士が切磋琢磨し、チームがひと
つになることで、3連覇を目指しています。皆様
におかれましても、温かいご声援のほどよろしく
お願い申し上げます。（11月3日開催の東日本
実業団対抗駅伝でも3連覇を果たしました。） 単元（100株）未満株式の

買い取り・買い増し制度をご活用ください

http://www.konicaminolta.jp/athlete/newyear/index.html
コニカミノルタ ニューイヤー駅伝特設サイト
ニューイヤー駅伝2015

当社製カレンダーの進呈

事業年度 4月1日～翌年3月31日
配当基準日 3月31日若しくは9月30日またはその他決定された基準日
定時株主総会 毎年6月
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先・郵送先 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

      0120-232-711（平日9:00～17:00）　※通話料無料
公告方法 電子公告（http://konicaminolta.jp）

ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告ができない場合、東京都において発行する
日本経済新聞に掲載。

株主メモ

単元未満株式が記録されている口座によってお手続きの窓口が
異なりますので、ご留意ください。
 ◎証券会社に取引口座をお持ちの株主様
 　お取引の証券会社にご相談下さい。
 ◎証券会社とお取引がない株主様
 　単元未満株式は当社が開設した特別口座で管理しておりますので、
 　特別口座管理機関にお申し出下さい。
　 【特別口座管理機関】
　   三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
            0120-232-711（平日9:00～17:00）　※通話料無料

国内の個人株主の皆様※に
当社製カレンダーを12月
に進呈します。
※9月30日時点で100株以上
　お持ちの皆様が対象です。

お知らせ




