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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 6 月発行）
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株主名簿管理人
同連絡先・郵送先

公 告 方 法

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。

証券コード：4902

JPX 日経インデックス400 構成銘柄

株主通信
2015年  春 号

当社企業CMシリーズ「Innovation for」第３弾を放映中

コニカミノルタ株式会社

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３弾「世界の山々」篇で
は、当社独自の「色を測る」技術から生まれた血中酸素飽和度測定
器が登場。厳しい環境の中で健康状態を正確に教えてくれる血中
酸素測定器を通して、登山家の父と日本で離れて暮らす家族が、
ふとした瞬間にお互いを思いやる、心のつながりを描いています。

株主メモ

当社ホームページでもご覧いただけます。
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事業別
売上高構成比
2015年3月期

地域別
売上高構成比
2015年3月期

世界でジャンルトップを獲得する情報機器事業を中心に、
変革を続けるイノベーションカンパニーです。

世界50カ国の拠点と、従業員数4万人超を抱え、
社会ニーズに応えるグローバルカンパニーです。

A3カラー複合機で
海外トップクラスの
シェア

産業用光学システム分野機能材料分野

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
※CY2014の外部データをもとに当社推定、面積ベース ※「プロフィール」のデータは連結対象範囲で集計しています

　（2015年3月31日現在）

液晶偏光板用
TACフィルム

ディスプレイカラー
アナライザー CA-310 

bizhub PRESS C1100

bizhub（ビズハブ）
C554eシリーズ

※CY2014の外部データをもとに
　当社推定、台数ベース
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　台数ベース
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（785億円）

80.8％
（8,172億円）

11.1％
（1,127億円）

6.0％

オフィスサービス分野

59.7％
59.7％

7.8％

21.1％

6.0％

5.1％
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5.1％
（518億円）

情報機器事業 ヘルスケア事業

産業用材料・
機器事業

無線カセッテ型DR
国内市場でトップクラスのシェア
※CY2014の外部データをもとに当社推定

AeroDR PREMIUM

欧州
32.5％
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事業会社数

（3,286億円）
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商業・産業印刷分野

（2,130億円）
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※プラネタリウム事業等
その他
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トップインタビュー

新中期経営計画の初年度として
順調なスタートとなりました。

「株主の皆様へ」

　社長就任以来、私は従業員に「トップを取
る」ことの重要性を繰り返し訴えてきました。

この１年を振り返ると、日本科学技術連盟の「企業の
品質経営度調査 総合ランキング」や日本経済新聞
社の「環境経営度調査 製造業総合ランキング」で第
1位を獲得、経済産業省と東京証券取引所が共同で
取り組む「健康経営銘柄」に選ばれたほか、グローバ
ルなSRI（社会的責任投資）指標の構成銘柄に選定
されるなど、国内外で当社の経営を高く評価いただ
けており、企業として持続的な成長を実現するため
の基盤づくりは順調に進んでいると感じています。
　一方で、今後も持続的な利益成長を実現してい

　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。「株主通信2015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。
　当社グループは、2014年度（2015年3月期）より、３カ年の中期経営計画

「TRANSFORM 2016」をスタートさせています。同計画では「顧客本位」の観点
から業容を転換することにより、持続的な利益成長の実現を目指しております。
　計画初年度となる当期の連結売上高は、1兆117億円（前期比7.2％増）、営業
利益は662億円（前期比13.9％増）、当期純利益327億円（前期比49.6%増）と、
増収増益の決算となりました。業容転換に向けた先行投資を含め販売管理費は増
加しましたが、為替の円安効果に加え情報機器事業での売上総利益の増加、産業
用材料・機器事業での構造改革効果などが貢献し、2ケタの増益を達成しました。
ROEにつきましても、前期の4.6％から6.7％へと大きく改善しました。
　中期経営計画2年目となる2015年度（2016年3月期）は、顧客密着型の企業
への転換による事業の高付加価値化を進めるとともに、強靭な企業体質を確立
し、企業としての「稼ぐ力」を高めることに総力を挙げて取り組んでまいります。
　今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

くには、2014年度からスタートさせた中期経営計
画「TRANSFORM 2016」を、なんとしても完遂す
ることが私の使命だと思っています。初年度、業績
面では順調なスタートとなりましたが、持続的な利
益成長を実現するために進めている新規事業の立
ち上げは計画よりもやや遅れていると感じており、
2015年度以降はこれを加速させることに注力して
まいります。

　「TRANSFORM 2016」では、結果を出
す時期ごとに「フェーズ0」「フェーズ1」

「フェーズ2」の3つの段階を設定し、それぞれ取り組

2015年6月
コニカミノルタ株式会社
代表執行役社長

営業利益

406

581

2014年度2013年度2012年度

%増前期比 13.9
（億円）

662

「TRANSFORM 2016」を実現していくための
ロードマップについて教えてください。

人財育成も重要です。世界中の優秀な人財、特に若
手や女性の斬新な発想に期待しており、積極的に
登用していきます。昨年、世界5極（北米／欧州／ア
ジア・パシフィック／中国／日本）に設置したBIC

（ビジネス・イノベーション・センター）を実践の場と
して、異業種から迎え入れたグローバル人財などと
も切磋琢磨しながら、新しい事業の柱を創出してい
こうと思います。

　中期経営計画の中間年度となる今年度
は、特に「稼ぐ力」の強化に注力します。まず、

2014年度も成長が続く商業・産業印刷など既存収
益分野での利益を極大化します。また、世界中の有
力パートナー企業との積極的なアライアンスを通し
てトップラインの上積みを進めると同時に、グループ
横断活動による調達・製造のコストダウンにも注力
します。コーポレート部門においては、構造改革・業務

の革新を進め、強靭な企業体質を確立してまいりま
す。こうした活動を通して、「TRANSFORM 2016」
で私がコミットとした2016年度の経営目標を確実
に達成していくための1年にする所存です。
　これらの取り組みにより、2015年度の連結業績※

は、売上高１兆1,000億円、営業利益770億円、当
期純利益500億円を見込んでいます。
　なお、株主還元は、連結業績や成長分野への戦
略投資の推進等を総合的に勘案しながら、積極的
に実施することを基本方針といたします。配当額の
向上と機動的な自己株式の取得を通じて株主還元
の充実に努めてまいります。2015年度は、予算達
成が前提にはなりますが、１株当たり年間配当を前
期の20円から30円に増配させていただく予定で
す。また、この度、100億円・1,000万株を上限とす
る自己株式の取得を決定しました。
　皆様には引き続きご理解、ご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。

みを始めています。
　「フェーズ0」とは既存事業における成長エンジン
そのもので、収益極大化、すなわち「稼ぐ力」の強化
を目標としています。
　「フェーズ1」では、中期経営計画最終年度の
2016年度までに確実な結果を出すための業容転
換を行います。現在コニカミノルタのビジネスはB 
to Bが主となっていますが、コンポーネント(部品・
部材)ビジネスではコニカミノルタと直接取引して
いるお客様企業(取引先)だけではなく、そのさらに
向こうにいる最終製品のお客様(製品ユーザー)を
取り巻く環境や課題まで知り尽くすことにより、新
たなソリューションを提案していきます。
　そのためにはお客様課題を迅速・的確に把握し
て対応する「スピード」と、グループの総力を挙げ

て、つまり部門や地域を超えた“One Konica Mi-
nolta”として、お客様課題を解決に導く「実行力」が
重要です。ここ数年で事業会社制やカンパニー制を
廃し、経営体制の再編を進めてきたのも、この“One 
Konica Minolta”の視点を強化するためでした。
　「フェーズ2」では、世の中にまだ無い、全く新しい
ビジネスの創出に挑戦していきます。お客様がまだ
気づいていない「実現したいこと」を、コニカミノル
タが先回りしてコンセプトに作り上げるのです。こ
れには2016年度までに種をまき(仕込み)、2017～
2018年度に花を咲かせる(結果を出す、事業に貢
献する)というロードマップを描いています。
　誰もやっていないビジネスを生み出すわけです
から、事業全体を俯瞰できる構想力や、新たなコン
セプトを生み出す創生力が求められます。そのため

Q
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トップとしてのこれまでの手ごたえは？Q
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ごあいさつ
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2014年度
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部門や地域を越えた“One Konica Minolta”としての
提案力を強化し、企業としての「稼ぐ力」を高めていきます。

当期純利益　　／ROE

2014年度2013年度2012年度
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2014年度も成長が続く商業・産業印刷など既存収
益分野での利益を極大化します。また、世界中の有
力パートナー企業との積極的なアライアンスを通し
てトップラインの上積みを進めると同時に、グループ
横断活動による調達・製造のコストダウンにも注力
します。コーポレート部門においては、構造改革・業務

の革新を進め、強靭な企業体質を確立してまいりま
す。こうした活動を通して、「TRANSFORM 2016」
で私がコミットとした2016年度の経営目標を確実
に達成していくための1年にする所存です。
　これらの取り組みにより、2015年度の連結業績※

は、売上高１兆1,000億円、営業利益770億円、当
期純利益500億円を見込んでいます。
　なお、株主還元は、連結業績や成長分野への戦
略投資の推進等を総合的に勘案しながら、積極的
に実施することを基本方針といたします。配当額の
向上と機動的な自己株式の取得を通じて株主還元
の充実に努めてまいります。2015年度は、予算達
成が前提にはなりますが、１株当たり年間配当を前
期の20円から30円に増配させていただく予定で
す。また、この度、100億円・1,000万株を上限とす
る自己株式の取得を決定しました。
　皆様には引き続きご理解、ご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。

みを始めています。
　「フェーズ0」とは既存事業における成長エンジン
そのもので、収益極大化、すなわち「稼ぐ力」の強化
を目標としています。
　「フェーズ1」では、中期経営計画最終年度の
2016年度までに確実な結果を出すための業容転
換を行います。現在コニカミノルタのビジネスはB 
to Bが主となっていますが、コンポーネント(部品・
部材)ビジネスではコニカミノルタと直接取引して
いるお客様企業(取引先)だけではなく、そのさらに
向こうにいる最終製品のお客様(製品ユーザー)を
取り巻く環境や課題まで知り尽くすことにより、新
たなソリューションを提案していきます。
　そのためにはお客様課題を迅速・的確に把握し
て対応する「スピード」と、グループの総力を挙げ

て、つまり部門や地域を超えた“One Konica Mi-
nolta”として、お客様課題を解決に導く「実行力」が
重要です。ここ数年で事業会社制やカンパニー制を
廃し、経営体制の再編を進めてきたのも、この“One 
Konica Minolta”の視点を強化するためでした。
　「フェーズ2」では、世の中にまだ無い、全く新しい
ビジネスの創出に挑戦していきます。お客様がまだ
気づいていない「実現したいこと」を、コニカミノル
タが先回りしてコンセプトに作り上げるのです。こ
れには2016年度までに種をまき(仕込み)、2017～
2018年度に花を咲かせる(結果を出す、事業に貢
献する)というロードマップを描いています。
　誰もやっていないビジネスを生み出すわけです
から、事業全体を俯瞰できる構想力や、新たなコン
セプトを生み出す創生力が求められます。そのため
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　社長就任以来、私は従業員に「トップを取
る」ことの重要性を繰り返し訴えてきました。

この１年を振り返ると、日本科学技術連盟の「企業の
品質経営度調査 総合ランキング」や日本経済新聞
社の「環境経営度調査 製造業総合ランキング」で第
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取り組む「健康経営銘柄」に選ばれたほか、グローバ
ルなSRI（社会的責任投資）指標の構成銘柄に選定
されるなど、国内外で当社の経営を高く評価いただ
けており、企業として持続的な成長を実現するため
の基盤づくりは順調に進んでいると感じています。
　一方で、今後も持続的な利益成長を実現してい

くには、2014年度からスタートさせた中期経営計
画「TRANSFORM 2016」を、なんとしても完遂す
ることが私の使命だと思っています。初年度、業績
面では順調なスタートとなりましたが、持続的な利
益成長を実現するために進めている新規事業の立
ち上げは計画よりもやや遅れていると感じており、
2015年度以降はこれを加速させることに注力して
まいります。

　「TRANSFORM 2016」では、結果を出
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れには2016年度までに種をまき(仕込み)、2017～
2018年度に花を咲かせる(結果を出す、事業に貢
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　誰もやっていないビジネスを生み出すわけです
から、事業全体を俯瞰できる構想力や、新たなコン
セプトを生み出す創生力が求められます。そのため

2015年度の主な施策と業績予想を
教えてください。
また株主還元についても聞かせてください。
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営業利益率 8％以上 10％
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※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。
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オフィスサービス
● 北米に加え、欧州でもハイブリッド型販売が順調に拡大。
● OPS（出力環境最適化サービス）･GMA（多国籍大手企業向け営

業）では、新規顧客の獲得に加え、複数の既存顧客と契約延長。
商業・産業印刷
● MPMサービスは日米にも拠点を設立し、グローバル体制の構

築を完了。
● プロダクションプリントも日米欧その他の全地域でカラー機

の販売が好調。

MPMサービスのグローバル展開体制を構築
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主力のＡ3カラー複合機が全地域で伸張するとともに、
商業・産業印刷分野も好調で増収・増益となりました。
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産業用光学システム
● 計測機器は、主力の光源色を中心に概ね堅調。
● 産業・プロ用レンズも主力製品は堅調に推移し、市況が厳し

い中で増収。
機能材料
● 画面サイズの大型化が継続、液晶テレビ向けVA-TACの販売

が堅調に推移。
● OLED照明は、ハウステンボス向け屋外イルミネーション案

件を獲得。量産工場が稼働開始。

（億円）

前期
比 2.9

（億円）

前期
比 28.2

産業用光学システム分野が減少したものの
2013年度に実施した構造改革が功を奏し減収・増益となりました。産業用材料・機器事業

デジタル
● 無線カセッテ型DRは国内外とも市況が厳しい中で販売数量

を拡大。
● 超音波画像診断装置は自社開発の新製品（HS1)の販売を開

始。市場で高い評価を得る。
アナログ・その他
● フィルム製品は新興国で販売が堅調に推移し前年並み。
● 国内での仕入れ商材の引き合い弱く減収。
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海外市場は堅調に推移した一方、国内市場の冷え込みと
新規分野への先行投資により減収・減益となりました。ヘ ル ス ケ ア 事 業

ヨーロッパ

アジア・
パシフィック

北米日本

　欧州やアジア・パシフィック地域で提供して
きたMPM（Marketing Print Management）
サービスの展開地域を拡大し、米国と日本にも
関係会社を設立してグローバル体制を構築しま
した。大手グローバル企業のマーケティング部
門を対象とする当社MPMサービスは、印刷物の
内容・品質・納期などを一元管理し、当社独自の
サプライヤー網を活用してコスト最適化を図る
サービスです。
　今回の地域拡大により、世界主要市場で同水
準・同品質のMPMサービスを提供するととも

に、購買分析などをもとにコミュニケーション
戦略を支援するMMS（Marketing Manage-
ment Service）へも展開し、グローバル企業の
マーケティングパートナーを目指します。

　マレーシアの生産拠点Konica Minolta Busi-
ness Technologies (Malaysia) Sdn. Bhd.で
は、『デジタルマニュファクチュアリング』をコ
ンセプトとした次世代生産体制での本格的な稼
働を開始しました。
　『デジタルマニュファクチュアリング』とは、
最先端のICTと生産プロセスの自動化技術を融
合させ、生産プロセスの現状、モノの動き、管理
情報などを自動で把握し、現状分析から経営指
標までさまざまな視点で情報を活用して、効率
的な生産拠点の経営を実現する新しい生産体制
です。
　QCD（品質・コスト・納期）を最適化して柔軟

な生産対応を具現化するモデルプラントとし
て、今後さらなる革新を進めてまいります。

デジタルマニュファクチュアリングによる次世代生産体制を
マレーシアで本格稼働開始

785

事業別概況 Close up

工場外観

オープニングセレモニーにてマレーシアの政府高官と
松﨑議長、浅井常務
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会社概要（2015年3月31日現在） 株式の状況 （2015年3月31日現在）

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 31,018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 41,598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（2015年6月19日現在）

※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。

＜取締役＞
松﨑 正年（取締役会議長）　安藤 吉昭
山名 昌衛　　　　　　　　塩見 憲
近藤 詔治　　　　　　　　大須賀 健
榎本 隆　　　　　　　　　畑野 誠司
釡　 和明　　　　　　　　腰塚 國博
友野 宏

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

（2014年4月1日付にて定款変更が行われ、1単元の株式数を従来の500株から
100株へ変更しております。）

大株主（上位5名）
株主名

※持株比率は、自己株式（9,801,071株）を控除して計算しております。

JP MORGAN CHASE BANK 385167 11,948 2.3
株式会社三菱東京UFJ銀行 13,945 2.7

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 24,702 4.9

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 27,846 5.5

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（%）※

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）

この１年、当社経営に対してさまざまな高い評価をいただきました。

2015年  2月 「FTSE4Good Global」に12年連続で採用
2014年  9月 「Dow Jones Sustainabi l i ty World 

Index」構成銘柄に3年連続で採用
2014年  8月 「JPX日経インデックス400」構成銘柄に2年

連続で採用

2015年  2月 RobecoSAM社CSR格付で最高ランクの
「ゴールドクラス」に選定

2015年  2月 イーコム社CSR格付で「Prime」認定
2014年10月 「気候変動パフォーマンス先進企業（CPLI）」

に選定

2015年  3月 経済産業省と東京証券取引所が共同で取り
組む「健康経営銘柄」に選定

2015年  1月 第18回「環境経営度調査」で製造業総合ラン
キング1位を獲得

2014年11月 第8回「企業の品質経営度調査」で総合ランキ
ング1位を獲得

金融機関
38.3%

自己名義株式
1.9%

個人・その他
9.0%

外国法人など
45.0%

金融商品取引業者
2.4%

その他の法人
3.4%

国内外の著名なインデックスへの組み入れ

国際的なCSR格付け機関からの評価

日本における各種経営度調査

　環境・CSR活動など、非財務情報に基づいた
企業の評価が世界的に広がるなか、当社の経営
は国内外の多くの評価機関から高い評価を得
ています。2014年度は、世界の代表的な社会
的責任投資（SRI）分野の調査・格付会社である
RobecoSAM社のCSR格付において最高ランク
の「ゴールドクラス」に選定されたほか、日本科学
技術連盟が実施した第８回「企業の品質経営度調
査」でも総合ランキング1位を獲得。同調査では、
6つの評価側面のうち「顧客志向」と「仕組みの

活用・展開力」でも1位の評価を得ています。ま
た、日本経済新聞社による第18回「環境経営度調
査」でも製造業総合ランキング1位を獲得、さら
に3月には経済産業省と東京証券取引所が共同
で取り組む「健康経営銘柄」において、電気機器セ
クターの初代銘柄として選定されました。
　今後もこうした社会からの高評価を受けられ
るよう経営品質の向上に努め、企業価値をさらに
高めてまいります。
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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 6 月発行）

お知らせ

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

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。

証券コード：4902

JPX 日経インデックス400 構成銘柄

株主通信
2015年  春 号

当社企業CMシリーズ「Innovation for」第３弾を放映中

コニカミノルタ株式会社

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３弾「世界の山々」篇で
は、当社独自の「色を測る」技術から生まれた血中酸素飽和度測定
器が登場。厳しい環境の中で健康状態を正確に教えてくれる血中
酸素測定器を通して、登山家の父と日本で離れて暮らす家族が、
ふとした瞬間にお互いを思いやる、心のつながりを描いています。

株主メモ

当社ホームページでもご覧いただけます。
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