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〒100-7015 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー
法務部　TEL：03-6250-2000

http://konicaminolta.jp/

ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イン
（UD）の考えに基づいた見
やすいデザインの文字を採
用しています。

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。

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。（2015 年 11 月発行）

コニカミノルタ株式会社

株主優待

事 業 年 度
配 当 基 準 日
定 時 株 主 総 会
株主名簿管理人
同連絡先・郵送先

公 告 方 法

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。4 月 1 日～翌年 3 月 31 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
毎年 6 月
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
〒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
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。

●証券会社にお取引口座をお持ちの株主様は、証券会社にご相談ください。

手続き用紙請求先（24時間対応）：

インターネットアドレス：http://www.tr.mufg.jp/daikou/
※通話料無料（三菱UFJ信託銀行 証券代行部）

株主メモ

0120-244-479

コニカミノルタグループのキンコーズ・ジャパンによる、株主様
限定ご優待のクーポンです。店頭、オンライン（www.kinkos.
co.jp/copy_print/nenga.html）でご利用いただけます。

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。

キンコーズの年賀状印刷特別優待 当社製カレンダーの進呈

証券コード：4902

JPX 日経インデックス400 構成銘柄

株主通信
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010_0202601602712.indd   2 2015/11/08   15:20:03



1 2

　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2016年3月期第2四半期連結
累計期間（2015年4月～9月、以下「当期間」）の概
況をご報告いたします。グループ業績は、当期間を
通して情報機器事業が牽引して売上高は増収、第2
四半期は増益に転じましたが、第1四半期に実施し
た構造改革に伴う一時的費用等があり、上期累計

ごあいさつ

での減益解消には至りませんでした。
　マクロ経済を含め当社を取り巻く経営環境が先
行き不透明な中、この減益分を取り戻すことは厳し
い状況と判断し、通期業績予想を修正いたしました。
下期においては期初計画達成に全社あげて取り組
み、中期経営計画最終年度となる16年度経営目標
につなげる決意を新たに、３カ年計画を折り返しまし
た。

　当期間における当社グループの連結売上高は
5,072億円（前年同期比6.9％増）、営業利益は282
億円（同8.5％減）となりました。
　事業セグメント別では、情報機器事業は当社が得
意とする高品位なカラー製品の販売増に加え、これま
で実施してきた企業買収の効果もあり増収増益、ヘ
ルスケア事業も昨年は厳しかった国内向け販売が回
復し増収増益となりました。一方、産業用材料・機器
事業は、新興国経済減速の影響もあり機能材料分
野の販売減等により減収減益となりました。夏ごろか
ら米国のオフィス市場において想定以上に価格競争
が激化し、当社は利益重視の販売方針をとったこと
から、結果として複合機の販売が計画未達となりまし
たが、商業・産業印刷向け事業をはじめ、それ以外の
事業は概ね計画通りの結果となりました。
　このような上期の状況を踏まえ、通期業績予想を
修正いたしました。売上高1兆800億円は前年比8％

増収、営業利益730億円は11％増益の計画となりま
す。下期は、複合機新製品の販売が本格化する情報
機器事業を中心に、全事業一丸となって「増収増益」
計画の達成に取り組んでまいります。

　なお、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、前期より5円増
配して1株当たり15円をお支払いすることといたしま
した。期末配当予想の1株当たり15円、年間配当とし
て1株当たり30円（10円増配）に変更はありません。

　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。

第2四半期：2015年7月1日～2015年9月30日累計：2015年4月1日～2015年9月30日

売上高 2,586億円（前年同期比4.4％増）5,072億円（前年同期比6.9％増）

営業利益 181億円（前年同期比10.6%増）282億円（前年同期比8.5％減）
親会社の所有者に
帰属する四半期利益 107億円（前年同期比6.8%増）173億円（前年同期比10.7％減）

2016年3月期第2四半期連結期間業績の概要

2015年11月
コニカミノルタ株式会社
代表執行役社長
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オフィスサービス
● OPS（出力環境最適化サービス）・GMA（グローバル企業向け営業）

が拡大を持続。東欧発の新規案件も複数獲得。
● 北米で競合企業による価格攻勢が激化、価格競争に追随しない方

針を貫いた結果、A3カラー機の販売が伸び悩む。
商業・産業印刷
● 旗艦機種「bizhub PRESS C1100」が好調を持続。特に欧州では

大手商業印刷顧客が増加。
● グローバル体制を構築したMPMサービスでは欧州の有力小売業

とクリエイティブサービスも含む大型契約を獲得。

売上高

オフィスサービスは上位機種の販売増、商業・産業印刷は旗艦機種が好調で増収。
利益面では対ユーロの円高影響を吸収し、増益を確保しました。情 報 機 器 事 業

産業用光学システム
● 計測機器は主力の光源色、物体色ともに堅調、買収した米国の有

力企業Radiant社が8月より業績に寄与。
機能材料
● 液晶テレビ向けは視野角拡大用VA-TACフィルムなどが概ね前

年並みを維持。
● ノートPC向けは需要減少が続き、薄膜TACは販売数量が減少。

計測機器、産業・プロ用レンズが堅調も、ノートPC向け需要縮小に伴う
機能材料の売上減の影響で減収・減益となりました。産業用材料・機器事業

デジタル
● カセッテ型デジタルX画像診断システムが海外を中心に売り上げ

を拡大。
● 国内では超音波画像診断装置「SONIMAGE(ソニマージュ）

HS-1」が整形領域で高い診断能が評価され販売増。
アナログ・その他
● 国内市況の回復に伴い、仕入品の販売増が継続。

前年
同期比 

%
増8.5

国内での販売が回復、販売体制を強化している米国、インドも好調を持続。
主力製品の販売増、保守契約の増加で収益性が改善、増収・増益となりました。ヘ ル ス ケ ア 事 業

事業別概況経営成績の概況
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営業利益 前年
同期比 

%
増11.2（単位：億円）

売上高 前年
同期比 

%
増10.4（単位：億円）

営業利益 前年
同期比 

%
増22.4（単位：億円）

売上高 前年
同期比 

%
減5.5（単位：億円）

営業利益 前年
同期比 

%
減20.1（単位：億円）

%減8.5
営業利益（単位：億円）売上高（単位：億円）

%増前年同期比 6.9 前年同期比 前年同期比 %減10.7

2015年3月期
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親会社の所有者に
帰属する当期利益　　　 ／ROE（単位：億円）

8.7%

9.5%

2016年3月期下期の主なポイント

情報機器事業

ヘルスケア事業

産業用材料
・機器事業

オフィスサービス

商業・産業印刷

計測機器

機能材料

新製品（次世代エンジン）効果の最大化

販売好調なMPP旗艦機種「bizhub PRESS C1100」の更なる拡販

DR（カセッテ型デジタルX線画像診断システム）と保守サービスで収益拡大、
超音波は整形でフルスイング

Radiant社との連携による製造検査ソリューション拡大

耐水タイプ新型VA-TACは、下期より本格量産開始

2016年3月期通期業績予想の修正（2015年4月1日～2016年3月31日）
前年実績（2015年3月期）2015年10月29日発表 前回予想 前年同期増減率

売上高 10,027億円10,800億円 11,000億円 8％

営業利益 657億円730億円 770億円 11％
親会社の所有者に
帰属する当期利益 409億円470億円 500億円 15％
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5,072

第2四半期
累計

通期
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商業・産業印刷

計測機器

機能材料

新製品（次世代エンジン）効果の最大化

販売好調なMPP旗艦機種「bizhub PRESS C1100」の更なる拡販
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「コーポレートガバナンス
基本方針」を公開しました。

　昨今、コーポレートガバナンス・コードの適用に象
徴されるように、企業に対するガバナンス強化の要
請が非常に強くなっています。私たちコニカミノル
タでは、こうした機運が高まるかなり前から、すでに
積極的な取り組みを進めてきました。
　現在のガバナンス体制のルーツは、2003年の経営
統合前にまで遡ります。旧コニカの植松富司氏が社長
を退任し代表取締役会長に就いて以降のことです。自
らの社長時代を振り返って「適切に経営をチェックする
仕組みが必要」と考え、代表権を放棄して、執行部から
も外れることを決意をして、法律の専門家の協力を得
ながら新しいガバナンスシステムの構築に着手したの
がきっかけでした。このように、監督する立場に専念す
ることを決意した人間が旗振り役となって「社長と云え
どもチェックされる仕組みづくり」を進めてきたからこそ、
徹底したガバナンス体制を構築できたのだと思います。
　会社法が改正されたからとか、不祥事が発生し
たから、というような受け身の理由ではなく、「属人
性に依存しない、チェック機能の働くガバナンスの

　コニカミノルタは「指名委員会等設置会社」を選択し、属人性を
排したシステムとして、コニカミノルタ流のガバナンスを追求してき
ました。コーポレートガバナンス・コードの適用を機に、2015年9月
には、これまでの取り組みを改めて整理した「コーポレートガバナン
ス基本方針」を制定し、ステークホルダーの皆様に開示しました。今
回の特集では、コニカミノルタのガバナンス体制の特長について、
松﨑取締役会議長の解説を交えて紹介します。

1．
2．

3．
4．
5．

独立性基準を満たすこと
産官学の分野における組織運営経験、
または技術・会計・法律等の専門性を有すること
出身各分野において、実績と識見を有すること
委員会委員として職務を遂行する資質を有すること
取締役として職務遂行を行うための
十分な時間が確保できること

社外取締役選定基準

特集特集

仕組みを構築することが必要」という強い思いで自
発的に構築したものなのです。これこそが、コニカミ
ノルタのガバナンスの最大の特長と言えるでしょう。

　私たちが社外取締役に期待しているのは、外部
ならではの“客観的な視点”で当社の経営をチェック
することにより、経営の質の向上に寄与してもらう
ことです。当社内において、人間関係などのしがら
みのない社外取締役から、忌憚のない意見や客観
的な指摘を受けることで課題が明確になり、迅速な

対応につなげることができています。
　そこで、社外取締役の選定にあたっては、以下の
5つの基準を設けるとともに、あらゆる領域を一人
でカバーできる人材はいないという認識のもと、経
験や専門分野などのバランスも重視しています。
　また、私たちの事業内容や業界環境に関する社
外取締役の理解を深めるために、取締役会とは別
に懇談会を開催したり、新製品・新技術の発表会や
工場・研究所の視察といった場を設定し、さまざま
な情報提供やコミュニケーションを図っています。

　コニカミノルタでは、現在のガバナンス体制をた
だ維持するのでなく、企業経営の舵取りをさらにレ
ベルアップさせることで、グループ全体の持続的な
成長を後押ししていきたいと考えています。
　そのための取り組みの一つが、全取締役を対象
とした「自己評価アンケート」です。これは、年に1
回、取締役自身が果たしてきた役割や、取締役会お
よび委員会の機能について評価するものです。ここ
から得られた意見、指摘をもとに改善計画を立案・
実行し、検証するというPDCAサイクルを回すこと
で、ガバナンスの質を継続的に高めていきます。
　その一方で、市場の期待や懸念するリスクなど、
多くの気づきが得られる機関投資家との対話も重
視しています。DJSIなど社会的責任投資（SRI）イン
デックスの調査結果も参考にするなど、“社内の視
点”だけでなく、“社外からの視点”を活かした経営を
実行していきます。

攻めのコーポレートガバナンスで、企業価値向上へ
Pick Up！

株主・投資家の皆様へ ＞ 
経営方針 ＞
コーポレート・ガバナンス 社長と云えども

チェックされるシステム

社外取締役の視点を
経営に生かす仕組み

ガバナンスの実効性向上を通じて、
経営の質を高めていく

取締役会議長が語る コニカミノルタのガバナンス

取締役会議長 松﨑 正年

コニカミノルタのガバナンスの特長

取締役会と三委員会の構成（2015年6月19日現在）

コーポレートガバナンス体制

取締役会の議長は執行役
を兼務しない取締役が務
める

社外取締役の比率が1/3
以上、かつ執行役を兼務
しない取締役が過半数

取締役会
（経営監督機能）

取締役（11名）

非執行役（7名）

兼執行役（4名）

指名委員会 監査委員会 報酬委員会

執行役を兼務する取締役は、
三委員会の委員を務めないこととしています。

株主総会

執行役（経営執行機能）

取締役会

指名委員会

報酬委員会

監査委員会

報告・提案

報告

監査報告・提案

選解任

選解任

選解任

権限委譲 監督
各委員会の委員長は社外
取締役が務める

「指名委員会等設置会社」
を採用し、経営の監督と
執行を分離

●は委員会委員長

●
●
●

●
●

●
●
●
●
●

●

●
●
●
●

取締役会議長
社外取締役
社外取締役
社外取締役
社外取締役
取締役
取締役
取締役 兼 代表執行役社長
取締役 兼 常務執行役
取締役 兼 常務執行役
取締役 兼 常務執行役

ここが特長！ここが特長！

ここが特長！ ここが特長！
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用語解説

お知らせ特集

対応につなげることができています。
　そこで、社外取締役の選定にあたっては、5つの基
準（前ページ）を設けるとともに、あらゆる領域を一
人でカバーできる人材はいないという認識のもと、
経験や専門分野などのバランスも重視しています。
　また、私たちの事業内容や業界環境に関する社
外取締役の理解を深めるために、取締役会とは別
に懇談会を開催したり、新製品・新技術の発表会や
工場・研究所の視察といった場を設定し、さまざま
な情報提供やコミュニケーションを図っています。

　コニカミノルタでは、現在のガバナンス体制をた
だ維持するのでなく、企業経営の舵取りをさらにレ
ベルアップさせることで、グループ全体の持続的な
成長を後押ししていきたいと考えています。
　そのための取り組みの一つが、全取締役を対象
とした「自己評価アンケート」です。これは、年に1
回、取締役自身が果たしてきた役割や、取締役会お
よび委員会の機能について評価するものです。ここ
から得られた意見、指摘をもとに改善計画を立案・

実行し、検証するというPDCAサイクルを回すこと
で、ガバナンスの質を継続的に高めていきます。
　その一方で、市場の期待や懸念するリスクなど、
多くの気づきが得られる機関投資家との対話も重
視しています。DJSI（P8参照）など社会的責任投資

（SRI）インデックスの調査結果も参考にするなど、
“社内の視点”だけでなく、“社外からの視点”を活か
した経営を実行していきます。

　株主の権利や取締役会の役割、役員報酬のあり方など、上場企業が守るべき行動規範を網羅した指針。金融庁と東京証券取引所
がとりまとめ、2015年6月から適用が開始された。「Comply or Explain」の手法に基づき、原則を実施するか、実施しない場合には
その理由を説明することが求められる。
　コニカミノルタでは、73の原則のすべてについて、すでに実施済。

ガバナンスの質を
高め続ける取り組み

コーポレートガバナンス・コードとは

松﨑議長の著書「傍流革命」をプレゼント

　企業評価にあたって、財務面だけでなく環境・
CSR活動など非財務面の取り組みも含めて評価す
る動きが世界的に広がっています。
　そうしたなか、当社は、これまでも国内外の多
くの評価機関から確かな評価を獲得してきまし
たが、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」（DJSI World）の構成銘柄に4年連続で採

用。また「JPX日経インデックス400」構成銘柄に
も3年連続で採用されるなど、引き続き高い評価
を得ています。
　今後もこうした社会からの高評価を得られるよ
う、引き続き経
営品質、企業価
値 の 向 上に努
めます。

　特集ページに登場した松﨑議長が、東洋経済新
報社より「傍流革命：小が大と戦うビジネス・アス
リート経営」を上梓しました。
　この本は、リーマン・ショック直後の2009年4
月から5年間、代表執行役社長を務めた著者が、ど

のような哲学や判断軸のもとに意思決定し行動
してきたかを、豊富なエピソードを交えて書き下
ろしたものです。
　この「傍流革命」を20名様にプレゼントします
ので、以下の要領でご応募ください。

国内外の外部評価機関から、引き続き高い評価を獲得

応募要項
　郵便はがきに以下の必要事項を記入のうえ、ご応募ください。

〒100-7015東京都千代田区丸の内2-7-2　JPタワー
コニカミノルタ株式会社　法務部

必要事項

宛先

● 住所
● 氏名
● 年齢

● 職業
● 株主番号
● 株主通信へのご意見、ご要望

応募者多数の場合は抽選を行います。当選の発表は本の発送をもって代えさせていただきます。
ご提供いただきました個人情報は、本プレゼント当選者への賞品発送にのみ利用いたします。

　2015年9月に大幅なリニューアルを加えて発行し
た「アニュアルレポート2015」の特集記事として、松
﨑議長と近藤社外取締役の対談を掲載しています。
本記事で説明した内容について、より詳細に語られて
いますので、ぜひ、当社Webサイトからご覧ください。

アニュアルレポート2015もぜひご覧ください

コニカミノルタ　対談 検索

応募締切
2015年12月31日
（消印有効）
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会社概要（2015年9月30日現在） 株式の状況 （2015年9月30日現在）お知らせ

当社グループ直営のプラネタリウム“満天”が12/1リニューアルオープン
　東京・池袋にある「コニカミノルタプラネタリ
ウム“満天” in Sunshine City」が、感覚の解
放をコンセプトにリニューアルを実施し、12月1
日に新規オープンします。より美しい星空と臨
場感のある映像を提供するため、最新のプラネ
タリウム機器を導入するとともに、お客様に“癒
し”を提供できるよう施設の内装も一新させ、星
空とともに過ごす心地よい空間を創出します。

発行可能株式総数 1,200,000,000株
発行済株式の総数 502,664,337株
株主数 29,543名
単元株式数 100株

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 42,853名（連結）

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 近藤詔治、榎本隆、釡和明、友野宏の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、大須賀健、畑野誠司、腰塚國博の4氏は、執行役を兼務しています。

松﨑 正年（取締役会議長）
山名 昌衛
近藤 詔治
榎本 隆
釡 和明
友野 宏

安藤 吉昭
塩見 憲
大須賀 健
畑野 誠司
腰塚 國博

＜取締役＞

執行役
＜執行役＞
代表執行役社長
専務執行役
常務執行役

山名 昌衛
杉山 高司
家氏 信康
白木 善紹
原口 淳
若島 司
腰塚 國博
大須賀 健
畑野 誠司
浅井 真吾
伊藤 豊次

秦 和義
鈴木 博幸
中村 富夫
真田 憲一
田井 昭
仲川 幾夫
市村 雄二
葛原 憲康
大幸 利充
竹本 充生

本社 〒100-7015
東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー

大株主（上位10名）
株主名

※持株比率は、自己株式（7,309,005株）を控除して計算しております。

JP MORGAN CHASE BANK 385167 11,948 2.4

JP MORGAN CHASE BANK 385632 11,120 2.2
日本生命保険相互会社 10,809 2.1

大同生命保険株式会社 9,040 1.8

株式会社三菱東京UFJ銀行 13,945 2.8
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 26,332 5.3

野村信託銀行株式会社
（退職給付信託三菱東京ＵＦＪ銀行口） 10,801 2.1

MELLON BANK, N.A. AS AGENT FOR ITS 
CLIENT MELLON OMNIBUS US PENSION 8,455 1.7

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 28,280 5.7

11,875 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）

持株数（千株） 持株比率（%）※

株価と出来高推移（東京証券取引所）

6月

（円） （百万株）
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企業CMシリーズ第4弾を放映中
　当社のTVCMシリーズ「Innovation for」は、イ
ノベーションを一人ひとりの幸せのために役立てて
いこうとする当社の姿勢を、事例を通じてお伝えし
ています。シリーズ第4弾「テキスタイルデザイナー」
篇では、最新技術でファッション産業に革命を起こ
したデジタルテキスタイルプリンターが登場。働く
人なら誰もが共感できる、「新しいものを生み出す」
ことの難しさとやりがい、そして悩める人に寄り添う
コニカミノルタの姿勢を表現しています。

「ニューイヤー駅伝」での活躍に
ご期待ください
　コニカミノルタ陸上競技部は、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回の優勝を誇っています。昨年は2
位に終わり、残念ながら3連覇を逃しましたが、
今年は再び栄冠を目指して、厳しいトレーニン
グを続けています。株主の皆様にも、温かいご
声援のほどよろしくお願い申し上げます。

当社ホームページでもご覧いただけます。

詳しくはホームページでご覧いただけます。 「自然で美しい星空」を追求した最
新鋭のプラネタリウム「Infinium 
Σ（インフィニウム シグマ）」

リラックスしたスタイルで楽しめる新発想の特別席
「芝シート」「雲シート」

コニカミノルタ　CM 検索

満天　リニューアル 検索

所有者別株式分布状況
金融機関

38.7%
自己名義株式
1.5%
個人・その他
8.6%
外国法人など
45.4%

金融商品取引業者
2.6%

その他の法人
3.3%
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〒100-7015 東京都千代田区丸の内2-7-2 JPタワー
法務部　TEL：03-6250-2000

http://konicaminolta.jp/

ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イン
（UD）の考えに基づいた見
やすいデザインの文字を採
用しています。

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。

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。（2015 年 11 月発行）

コニカミノルタ株式会社

株主優待

事 業 年 度
配 当 基 準 日
定 時 株 主 総 会
株主名簿管理人
同連絡先・郵送先

公 告 方 法

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。4 月 1 日～翌年 3 月 31 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
毎年 6 月
三菱 UFJ 信託銀行株式会社
〒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
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。

●証券会社にお取引口座をお持ちの株主様は、証券会社にご相談ください。

手続き用紙請求先（24時間対応）：

インターネットアドレス：http://www.tr.mufg.jp/daikou/
※通話料無料（三菱UFJ信託銀行 証券代行部）

株主メモ

0120-244-479

コニカミノルタグループのキンコーズ・ジャパンによる、株主様
限定ご優待のクーポンです。店頭、オンライン（www.kinkos.
co.jp/copy_print/nenga.html）でご利用いただけます。

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。

キンコーズの年賀状印刷特別優待 当社製カレンダーの進呈

証券コード：4902

JPX 日経インデックス400 構成銘柄
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