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TRANSFORM 2016
・・・顧客本位での業容転換

特集：新中期経営計画



ごあいさつ
　株主の皆様には、日頃から格別のご支援を賜り厚く御礼申し上
げます。
　2014年4月に代表執行役社長を拝命いたしました山名昌衛
でございます。「株主通信2014年春号」をご高覧いただくにあた
りまして、ご挨拶申し上げます。
　当期（2013年度：2013年4月1日から2014年3月31日まで）
は、中期経営計画『Gプラン 2013』の最終年度として、ジャンル
トップを推進し持続的な成長の実現に向け、全社一丸となって邁
進してまいりました。世界経済が緩やかに回復する中、円安定着
による為替効果に加え、主力の情報機器事業における主要製品
の販売増、M&A効果などが寄与し、当期の連結売上高は9,437
億円（前期比16.1%増）、営業利益は581億円（前期比43.0%
増）と、大幅な増収増益を達成することができました。
　当社を取り巻く環境は、あらゆる価値が多様化し、且つ急速に
変化し続けています。そうした状況の中で当社がグローバル競争
に勝ち抜くため、当社がお客様を知り尽くし、高い付加価値を提
供できる企業へと転換することを目指して、本年4月より新たな
中期経営計画をスタートさせました。「モノからコト」の課題解決
型のサービス・ソリューション事業を核として、お客様本位で当社
のビジネス形態を進化させ、業容の拡大に取り組んでまいります。
そのような決意を込めて、本計画を「TRANSFORM 2016」と名
付けました。
　私は、コニカミノルタの経営トップとして、「TRANSFORM 
2016」に掲げる目標を完遂することに全力をあげて取り組んで
まいります。
　株主の皆様の一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお
願い申し上げます。

2014年5月
コニカミノルタ株式会社
代表執行役社長

顧客本位の業容転換により、
高付加価値型企業を目指す

株主の皆様へ
トップインタビュー

　当社が経営統合して昨年で10年
が過ぎました。それ以来、この統合の
目的は何であったのかということを常

に自ら問いかけています。目的は三点ありました。

　私に課せられた使命は、率先して、この三つの
目的を完遂することにあります。そして、目的を完
遂するためには、次の三つのキーワードが重要で
あると、私は考えています。「優れた成長戦略」「実
行力」「強靱な企業体質」の三つです。

　二つあると考えています。一つは、
One Konica Minoltaとして全グ

社長就任にあたっての思いを聞か
せてください。Q1

A1

A2

新しい中期経営計画「TRANS 
FORM 2016」（特集をご参照くだ
さい）を公表しましたが、業容の転
換を意味するTRANSFORMを実
現させるためのポイントは何でしょ
うか？

Q2●	第一に、世界の熾烈な戦いの中で、
	 確実にトップティアー※として勝ち残ること。

●	第二に、ジャンルトップを積み重ね、
	 持続的な成長を実現すること。

●	第三に、DNAを進化させ
	 コニカミノルタのブランドを輝かせること。

One Konica Minoltaとして
お客様本位で業容転換（TRANSFORM）

を実現してまいります

※トップティアー：トップグループ、先頭集団。
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ループを挙げて成長戦略に取り組むことです。従
来の枠や壁を取り崩し、「つなぐ力」を強化し、持て
る技術と当社の強みを融合させることができれば、
必ずコニカミノルタらしい事業を創出することが
できます。もう一つは、お客様あるいは「お客様の
お客様」を徹底的に知り尽くすということです。お
客様の心の深くまで入り、お客様がお金を払って
でも手に入れたいと思われるまで、製品・サービス
の価値を追求し続けるということです。このように、
お客様本位で業容を転換することによって、私ど
もの事業の付加価値を高めることができます。

　そのために、グローバルに市場に近いところに
新しい事業を開発する拠点を構え、体制を充実さ
せるとともに、権限の委譲を図り、実行のスピード
をあげます。そして、自社の経営資源では足りな
い部分については、これまで以上に戦略的なアラ
イアンスやM&Aを実行してまいります。

　注力して進めることが二つあります。
一つは全世界4万人の従業員に当社
のフィロソフィー（経営理念の体系）及

びバリュー（価値判断基準）を腑に落ちるまで徹底
させることです。その狙いは現場がそれぞれの事
業においてジャンルトップを取りにいくために自分
で能動的に判断し、実行力を高めることにあります。
戦略がいかに優れていようとも、実行するのは「ヒ
ト」です。私の役割は「ヒト」を育て、当社が「勝ちに
拘る強い集団」となるまで仕上げていくことにある、
と認識しています。
　「実行力」を発揮できる「ヒト」を評価し、登用で

きるよう、人事施策においても改革を実施してい
きます。適材適所、グローバル人財や女性の活用、
若手の抜擢などを重点的に実施します。コニカミ
ノルタが「TRANSFORM」へのパッションにあふ
れ、いかなることも最後までやり切る風土となるま
で、私は粘り強く取り組んでいきたいと思います。

　株主の皆様をはじめ、全てのステー
クホルダーの皆様が期待されるのは、
当社が持続的な利益成長を続けると

ともに「強靭な企業体質」を持つ会社になるという
ことだと認識しています。そのためには、利益の源
泉であるモノづくり改革、そして、業務や機能の
生産性向上に取り組むコーポレート改革、の２つ
が重要だと考えています。
　私はこの「強靱な企業体質」の実現に向けて、
特に重要視する経営指標を営業利益率及びROE

（return on equity：自己資本利益率）と考えて
います。収益性と資産効率の両面から指標を向上

させ、持続的に企業価値、そして株主価値を高め
るよう、私はリーダーシップを発揮していく所存で
す。

トップインタビュー

世界中にある現場の実行力を引
き出すための施策を教えてくだ
さい。

Q3

A3

「強靭な企業体質」の具体化のた
めの施策と重視する指標を教えて
ください。

Q4

A4
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新中期経営計画：概要 新中期経営計画：セグメント別戦略特 集

サービス・ソリューションから入る提案
（顧客企業のデジタルワークフローに入り込む）により、
当社機器の設置台数とプリントボリュームを非連続に拡大

※OPS：Optimized Print Servicesの略称で、当社によるプリント出力の最適化のためのサービスの呼び名。

※本計画期間中（2014年度～2016年度）の為替前提：USドル=100円、ユーロ=135円
※当社は、2014年度（平成27年3月期）の有価証券報告書から、国際会計基準（IFRS）を適用いたします。

情報機器事業：オフィスサービス事業分野新中期経営計画 （2014年度～2016年度）

　当社は、2014年度から2016年度までの新たな３ヵ年の中期経営計画「TRANSFORM 2016」をスタートしました。
　本計画では、当社が経営環境の変化の中でグローバル競争に勝ち抜くため、お客様を知り尽くし、高い付加価値
を提供できる企業へと転換することを目指しています。そのために、「モノからコト」の課題解決型のサービス・ソリューショ
ン事業を核として、お客様本位で当社のビジネス形態を進化させ、業容の拡大に取り組んでまいります。そのような
決意を込めて、本計画を「TRANSFORM 2016」と名付けました。
　当社は、昨年4月に実施した経営体制再編により、ワン・カンパニーとしてリソースを最大限活用する準備を整えま
した。当社が持つ幅広い分野の製品、技術、コアコンピタンスを融合させ、お客様の業種・業態別に深く入り込み、高
い付加価値の提供を追求してまいります。そのように変革した事業を通じて、社会、環境、そして顧客企業の革新に
貢献することで、持続的な成長を図ってまいります。

【経営目標】
　「TRANSFORM 2016」は、当社が「５年後に目指す姿」としての2018年度の目標を描き、それを実現するための
これからの３年間の取組みを示したものです。本計画の最終年度となる2016年度の経営目標として、売上高１兆1,000
億円以上、営業利益900億円、営業利益率８%以上、と定めました。また、バランスシートのスリム化と株主還元の強
化によって資本効率の向上を図り、ROE10%以上を目標とします。

【基本方針】
　「TRANSFORM 2016」では、当社が「5年後に目指す姿」を実現するために、これから3年間に取り組む基本方針
として次の3項目を定めました。

１．持続的な利益成長の実現
２．顧客密着型企業への変革
３．強靭な企業体質の確立

中期経営計画経営目標（2016年度） 5年後に目指す姿（2018年度）
売上高 1兆1,000億円以上 1兆3,000億円以上
営業利益 900億円 1,300億円
営業利益率 8％以上 10％
ROE 10％以上 −

■売上高の成長イメージ
（億円）

2013年度 2016年度2014年度

6,800
6,0005,671

国際会計基準（IFRS）

お客様のニーズを洞察した上で、包括的なサー
ビス、ソリューション提供力を強化し、お客様
の業務効率の改善を通じて信頼関係を強化
することにより、当事業の売上及び利益の拡
大を目指します。
お客様の企業規模や地域、業種・業態別に合わ
せたデジタルワークフローを提供し、お客様の業
務効率の改善に貢献することにより、当社機器
の設置台数とプリントボリュームの増大を目指
します。また、グローバル展開を進めるOPS※では、
メニューを拡大し、将来想定しうるプリントボリュー
ムの低下を見据え、サービス事業への転換を進
めます。成長国市場では、特に中国、インド、
ASEAN、ブラジルを重点地域と位置づけ、販売
体制を強化いたします。

事業方針
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新中期経営計画：セグメント別戦略特 集

当社特有のMPM※、キンコーズによる
大手企業の印刷に関する全ての需要を対象としたサービスを通じ、
印刷会社での当社機器の設置台数とプリントボリュームを非連続に拡大

情報機器事業：商業・産業印刷事業分野
中小病院、診療所市場において、高診断能モダリティ※（DR※／超音波）と
診断情報（診断画像／医療文書）統合管理／地域連携ソリューションの
ワンストップ提供で当社機器の販売拡大

ヘルスケア事業

■売上高の成長イメージ
（億円）

2013年度 2016年度2014年度

1,000900824

■売上高の成長イメージ
（億円）

2013年度 2016年度2014年度

2,370
2,000

1,628

※モダリティ：医療現場で使用される各種検査装置。当社ではCR／DRや超音波診断機器を指す。
※DR：Digital Radiographyの略称。デジタルレントゲン、デジタルX線ともいう。

※MPM：Marketing Print Managementの略称。顧客企業のマーケティング部門に最適化された印刷ソリューションを提供するサービスの呼び名。

事業方針

当社ならではの印刷関連サービスの提供を
通じて、当社機器設置台数とプリントボリュー
ムの拡大を目指します。
買収したCharterhouse Print Management 
Limited（英国）が営むMPMサービス、キンコー
ズ・ジャパン株式会社が営むオンデマンド出力サー
ビスなど、当社ならではのサービスを通して、大手
企業の全印刷ニーズに対応することが可能となり
ました。この利点を活かして最適なデジタル印刷ソ
リューションを商業印刷会社に提供することで、当
社機器の設置台数の拡大及びプリントボリューム
の増大を目指します。
また、当社の電子写真技術とインクジェット技術を
活用して、テキスタイルやラベル、パッケージなど
産業印刷分野にも本格的に事業拡大を図ります。

事業方針

デジタルＸ線画像診断システムや超音波画像
診断装置など高診断能機器と医療ITサービ
スを組み合わせたワンストップソリューション
を提供し、中小病院やクリニックにおける医
療診断機器の販売拡大とネットワーク化を図
ります。
主力のカセッテ型DRは外部企業との販売提携
を進め、成長市場として海外での売上伸長を加
速させます。国内では強固な顧客基盤を活かし
たITサービス及び地域の病診連携の拡充で医
療の効率化と高度化に貢献します。また、13年
度に買収を実施して体制を強化した超音波画像
診断装置分野においては、当社独自の高分解能
技術を活かして整形外科、内科など特定領域で
のジャンルトップを目指します。
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新中期経営計画：セグメント別戦略特 集

成長が見込める産業分野の大手顧客に対して、
ソリューション・サービスを含めた機器やシステムによる
新たな価値を提供

産業用材料・機器事業：産業用光学システム事業分野
成長分野の顧客ニーズを先取りし、
写真フィルム～有機EL照明で培った独自技術を起点に
新たな事業を創出

産業用材料・機器事業：機能材料事業分野

■売上高の成長イメージ
（億円）

2013年度 2016年度2014年度

800
610578

■売上高の成長イメージ
（億円）

2013年度 2016年度2014年度

600
490

583

※TACフィルム：Triacetylcelluloseフィルムの略称。酢綿を主材料とした液晶偏光板用保護フィルムの総称。※Instrument Systems GmbH：当社が2012年12月に買収したドイツの大手照明関連測定器メーカー。

成長分野の顧客ニーズを先取りし、写真用フィ
ルムや液晶偏光板用TACフィルム※、有機EL
照明等で培った当社の独自技術を起点に新
たな事業を創出することで、成長基盤の確立
を目指します。
TACフィルムでは当社が得意とする薄膜タイプ
の新製品展開で販売数量の確保を目指します。
環境負荷の低減や生活の利便性向上に貢献す
る有機EL照明パネルやウィンドウフィルムなどの
新しい機能性フィルムでは、量産技術の確立を進
めるとともに当社ならではの新しい価値を活かし
て市場を開拓し、将来の成長分野におけるジャン
ルトップを目指します。

成長が見込まれる産業領域で、計測機器事業
で培った提案力を進化させ、機器とソリューショ
ン、サービスを含めた新たな価値提供を通し
て、事業領域の拡大を目指します。
計測機器分野では、買収したInstrument Systems 
GmbH※とのシナジーを活かしてスマートフォン
やタブレット、自動車領域での取り組みを強化す
るとともに、大手顧客のニーズに迅速に応えるこ
とができる体制を整えます。光学分野では、デジ
タル一眼レフカメラ用交換レンズやデジタルシネ
マ用プロジェクターレンズを軸に、当社が得意と
する光学技術、センシング技術や情報処理技術
を活かして、光学システム事業での新規領域の
開拓に取り組みます。

事業方針 事業方針
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情報機器事業

産業用材料・
機器事業

ヘルスケア事業

売上高
＋16.1%

営業利益
＋43.0%

当期純利益
＋44.5%

■セグメント別状況
（億円）

2011年度 2012年度 2013年度 増減率

情報機器事業 
売上高 5,475 5,816 7,298 +25.5%

営業利益 394 316 638 +101.8%

産業用材料・
機器事業

売上高 1,243 1,467 1,161 △ 20.9%

営業利益 140 236 151 △ 36.0%

ヘルスケア事業
売上高 730 727 823 +13.2%

営業利益 0 33 45 +34.4%

■業績ハイライト

■決算のポイント

（億円）

2011年度 2012年度 2013年度 増減率

売上高 7,678 8,130 9,437 +16.1%

営業利益 403 406 581 +43.0%

経常利益 347 389 546 +40.4%

当期純利益 204 151 218 +44.5%

ROE（%） 4.7	 3.4	 4.6 +1.2point

■決算のポイント

●オフィス分野、プロダクションプリント分野とも、カラー製品の販売が好調に推移。オフィス分
野では特に上位機種の販売が伸長

●OPS（Optimized Print Services）では、グローバル規模で体制強化、サービスメニューの
拡充を進め、顧客数が着実に増加

●製造部門における生産革新やユニット調達、集中購買の推進などコスト低減に向けた施策が
増益に貢献

オフィス用カラー複合機などカラー製品の販売が好調に推移

●ディスプレイ材料分野では、TACフィルムがノートPCの市況悪化、TV用使用部材の在庫調
整及び多様化の影響を受けて販売減

●計測機器分野では、Instrument Systems GmbH（本社：ドイツ）の買収効果の持続により
増収増益

●光学分野では、各種カメラ用レンズが需要低迷の影響を受けて弱含みに推移

計測機器分野が好調に推移するも、他分野は全般に弱含みに推移

●「Aero DR（エアロディーアール）」の販売が日本及び米国で販売台数を伸ばすとともに、
大規模な医療機関での導入実績が増加

●フィルム製品は新興国での販売が伸び、前年同期比増
●新たな成長ドライバーと位置付ける超音波画像診断装置では、事業譲受によるリソースを活

かし、事業体制を強化

カセッテ型DR「Aero DR（エアロディーアール）」が、国内・海外で販売を拡大

経済環境の好転などを背景に、主力の情報機器事業が
牽引
売上高につきましては、円安定着による為替効果に加え、情報
機器事業における主力製品の販売増、商品構成の改善、M&A
効果などが寄与した結果、9,437億円（前年同期比16.1%増）
となりました。

売上高
（億円）

2011年度 2013年度2012年度

9,437
8,1307,678

情報機器事業が大幅増益を牽引
営業利益につきましては、産業用材料・機器事業はTACフィル
ムの販売減などにより減益となりましたが、情報機器事業にお
いては為替効果に加えて、売上拡大による粗利増やコスト低減
施策などが大幅増益に寄与しました。

営業利益
（億円）

2011年度 2013年度2012年度

581
406403

当期純利益
（億円）

2011年度 2013年度2012年度

218
151

204

体質強化のための構造改革費用や減損損失を計上する
も、繰延税金資産見直しの税効果を織り込み、増益
当期純利益につきましては、HDD用ガラス基板事業の事業撤退損
や医療用フィルムの自社生産終了に関わる減損損失を計上しまし
たが、昨年４月に実施した当社グループの経営体制再編に伴う繰
延税金資産見直しによる税効果を織り込み、大幅増益となりました。

事業別概況経営成績の概要
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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 40,401名（連結） 

2014年3月31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 （2014年4月1日現在）
〈取締役〉
松﨑　正年(取締役会議長) 太田　義勝
山名　昌衛 松本　泰男
伊藤　伸彦 木谷　彰男
近藤　詔治 安藤　吉昭
吉川　廣和 杉山　高司
榎本　隆

〈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

　当社は、主力の情報機器事業において、複合機（MFP）
の販売からICT※を活用してお客様の業務プロセス改善
に向けたサービス提供へと事業の転換を推進しています。
そしてこの度、地域・市場やお客様ニーズに即したソリュー
ション開発を提供することを目的として、世界5極（北米
／欧州／アジア・パシフィック／中国／日本）に「Business 
Innovation Center（BIC）」を設置いたします。既に、本年
2月のシンガポールを皮切りに、ロンドン・米シリコンバレー
にて開設しております。
　各BICのトップ及び主力スタッフは現地でリクルーティン
グしており、地域に密着して対応できることが大きな特長
です。ICT※サービス領域を中心として各拠点のマーケット
ニーズに沿ったお客様サービスの開発に注力する方針です
が、将来的には事業領域を拡大し新たな
商材開発を目指していきます。

世界5極体制で
「Business Innovation Center」を新設
～市場・顧客に密着した新たな商材・サービスを開発～

　本年度より有機EL照明事業を本格的に展開すべく、当
社甲府サイト（山梨県中央市）内に樹脂基板フレキシブル有
機EL照明パネルの量産工場を建設することになりました。（本
年夏に竣工、本年秋より量産開始予定）
　有機EL照明は、薄く、軽く、曲がる面光源という従来の
照明にない特長と、環境負荷の低さから次世代照明として
注目されています。当工場では、生産性に優れるロール・
ツー・ロール方式を導入し、白色および調色機能付の樹脂
基板フレキシブル有機EL照明
パネルを世界で初めて量産し
ます。
　当社では、今後も社会にとっ
て意義のある“新たな価値”を
持った製品を提供していきます。

世界初 樹脂基板フレキシブル有機EL照明
パネル量産工場を建設
～本年秋より量産開始～

有機EL照明工場

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） 30,054 5.8
日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 28,950 5.6
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 531,664,337株
株主数 26,191名

※当社は、自己株式を16,720,688株保有しておりますが、上記大株主か
らは除外しています。

※持株比率は、自己株式を控除して計算しています。

※取締役 伊藤伸彦、近藤詔治、吉川廣和、榎本隆の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、杉山高司の2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）　当社主力製品の複合機（MFP）「bizhub(ビズハブ)」シ
リーズ が、オフィスドキュメント機器、ソリューション製品の
独立評価機関である米国BLI社※により「年間最優秀ライン
アップ賞（A3 MFP Line of the Year）」に選出されました。
本賞は、A3複合機部門において、年間で最も優れた製品ラ
インアップを提供した1社のみに授与されます。当社は
2011年から4年連続の受賞となり、これは本賞史上初と
なりました。
　受賞にあたりBLI社から、「コニカミノルタの複合機は、一
貫したお客様の使い勝手に配慮した設計品質が、BLI社の
テストする全ての評価基準において傑出している」と高い
評価をいただきました。

BLI社「年間最優秀ラインアップ賞
（A3 MFP Line of the Year）」を受賞
～当社複合機が史上初の4年連続受賞～

※Buyers Laboratory LLC.：50年以上の長きにわたり、
多くの利用者から高い信頼を得ているビジネスユーザー
向けオフィス分野に対する独立の民間評価機関 bizhub C554eシリーズ

　複合機「bizhub（ビズハブ）」シリーズ7機種が、ドイツの
「reddotデザイン賞2014」を受賞しました。本賞は、世界
最高峰のデザイン賞と評され、受賞製品は、革新性、機能性、
エコロジー、品質、人間工学など9つの評価基準に基づい
て選定されます。
　今回受賞した「bizhub（ビズハブ）」シリーズの新世代デ
ザインコンセプト「INFO-Palette」（インフォ・パレット）は、
多様化するオフィスのワークスタイルに対応するため、直感
的なユーザーインターフェースデザインを実現しています。「分
かりやすく、使いやすく、そして心地よく」という当社の情報
機器に込められたデザインフィロソフィーの追求が、客観的
に評価される形になりました。

複合機7機種が世界最高峰の
「reddotデザイン賞2014」を受賞
～イノベーティブな提案力で、デザイン開発～

bizhub C3850シリーズ

※Information and Communication Technology 
:情報通信技術
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株主メモ
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。

東証IRフェスタに初出展
　個人投資家の皆様に当社のご理解を深めて頂くことを目的に、2月21日（金）、22日（土）の2日間、東京証券取引所主
催の投資家イベント「東証IRフェスタ2014」（於	東京国際フォーラム）に出展いたしました。アベノミクス効果に加えNISA
のスタートなど株式投資が身近になってきたこともあって来場者は17,000人を超える、盛大なイベントとなりました。
　開催期間中は「ジャンルトップ戦略で持続的な成長を目指す」のタイトルで会社説明会を
実施致しました。また当社ブースでも説明会を実施し、多くの投資家の皆様と直接対話す
ることが出来ました。アンケート結果では、「投資対象として検討したい」というご意見を数
多くいただくなど、個人投資家の皆さまの投資意欲の高まりを感じる2日間となりました。

〒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5月発行）

■資料：「コニカミノルタ東証IRフェスタ」で検索
http://www.konicaminolta.jp/about/investors/event/individual_event/index.html

自己株式の取得について
　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、平
成26年1月31日から4月14日までの間に下記のとおり実施し、終了いたしました。
　（1）	取得した株式の総数	 19,779,400株
　（2）	株式の取得価額の総数	 19,999,979,700円

単元株式数を500株から100株に変更
　2014年4月1日をもって、当社普通株式の単元株式数を、500株から100株に変更いたしました。全国証券取引所が
公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨を汲み取るとともに、投資単位の引下げによって投資のしやすい環
境を整備し、株式の流動性向上と、個人投資家の皆様を中心とした投資家層の拡大を図ることを目的としています。
※2014年4月1日をもって、東京証券取引所における売買単位も500株から100株に変更されました。

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。

IRインフォメーション

当日、会場での説明風景


	株主通信2014年春号
	　株主の皆様へ
	　トップインタビュー
	　新中期経営計画
	　経営成績の概要
	　事業別概況
	　トピックス
	会社概要／株式の状況
	　IRインフォメーション

