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課題提起型デジタルカンパニーへ向けて
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目指す姿：課題提起型デジタルカンパニー

One 
Konica 
Minolta

情報機器 機能材料

産業用光学

Business 
Units

ヘルスケア

移動体

商業産
業印刷

オフィス

小売
流通

製造

医療

介護 ビジネス社会・
人間社会の
の為に新たな価値を
創出し続ける企業

200万顧客基盤
直販・サービス網

■ 製品別事業体制・
顧客基盤

■ 全社を挙げて業種業態別お客様企業の
トランスフォームを支援

■ お客様企業の潜在的課題を先取りして
共に解を創出

ﾄﾗﾝｽﾌｫｰﾑ
進化
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中長期企業価値向上の為のESG強化

環境

ソーシャル
イノベーション

顧客満足
向上と
製品品質

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

６つの
マテリアリティ

CO2 80%削減長期ビジョン
取引先支援により2050年
カーボンマイナス

SDGs(持続可能な開発目標)
視点での社会課題解決型
事業の創出

取締役会での戦略議論深耕
攻めのガバナンス
中期経営計画と連動した役員報酬体系

G経済的価値

企業価値
向上

社会的価値
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コニカミノルタの強み

顧客基盤

直接販売・サポート体制

グローバル展開力

セールスサービス体制

150カ国

200万社

資産コア技術

画像処理
作像プロセス
搬送
精密プロセス

精密成型
表面加工

光学設計
光計測

機能性有機材料合成
機能性有機材料設計
機能性微粒子形成
製膜・コーティング

微細加工分野

材料分野

光学分野

画像分野

技術の融合
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前中計期間での仕込み

オープン
イノベーション

■ エッジIoTプラット
フォーム
「Workplace Hub」

■ アジャイル開発力
■ グローバル・パートナ
シップ構築力（Microsoft,
HPE, CISCO, SAP等）

顧客基盤コア技術

買収により獲得

■ インテリジェント
ネットワークカメラ

■ 医療画像プラット
フォーム

■ 外観検査
■ デジタル加飾印刷

■ 主要国にてITサービス
企業（約30社）買収

■ マーケティングサービス
企業買収

■ 業態別ワークフローを
熟知した人財獲得

買収によりソリュ―ション
提案力増強

分子イメージング
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売
上
高
伸
長
率

営業利益率0

新規
FY21

円の大きさ：営業利益額

■ オフィス
■ PP
■ デジタル医療診断機器
■ 色計測
■ 材料・コンポーネント

■ 産業印刷
■ マーケティングサービス
■ 医療ITサービス
■ 外観検査
■ 素材・新規フィルム

■ Workplace Hub
■ 状態監視
■ バイオヘルスケア
■ BICテーマ

成長
FY21

KM流エッジIoT戦略

FY17

FY17

FY19

FY19

5

仕込みを活かした高収益体質への転換

基盤
FY19
基盤
FY21

FY19

FY17
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KM流エッジIoT・パートナー戦略

■ 進化したインプット・デバイスの活用
■ 現場でのリアルタイム処理・課題解決
■ 特定画像・データ領域におけるジャンル
トップ

予知

Input
Out
put

認識 解析

クラウド

エッジ
＜Deep Learning＞

■ 中小・中堅バーティカルにおけるB2B
エッジプラットフォーマーとなる

データ 画像 動画

生産性・効率化サービス

高付加価値サービス

エコシステム

エッジIoTプラットフォーム

リージョナル
パートナー

グローバル
パートナー



© 2017 Konica Minolta, Inc. 7

エッジIoT戦略による提供価値

プラットフォーム CVPインプット

■ 自動・最適化
■ 予知・予測
■ 意思決定支援
■ 創造性・コラボ

付加価値提供

非連続な生産性向上
■ 広いバリュー
チェーンでの可視
化・分析

■ 管理工数大幅削減

人とモノの
動き把握非構造化データ

(メール・人の
動き・動画)

構造化
データ

業種
業態別

エッジIoT
プラットフォーム

顧客企業

売
上
寄
与

収
益
寄
与

クラウド

＜顧客価値起点でのイノベーションプロセスの実践＞
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エッジIoTによる業種・業態展開

Go To Market体制の構築
■ 販社のインテグラル・バリュー・プロバイダーへの変革
■ 世界5極でのIoTビジネスセンター増強

ヘルスケア
ソリューション

エッジIoT
プラットフォーム

ITノウハウ・人財力

モニタリング
センシング

買収効果オフィス
ソリューション

製造業
デジタルマニュファクチャリング

小売・流通
デジタルマーケティング

介護

セキュリティ

＜詳細はAppendix参照＞
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基盤事業の収益力強化

■ プロダクションプリント・計測事業による収益拡大
■ 3ヵ年で300億円のコスト改善

マレーシアにおける取引先を含む
デジタルマニュファクチャリングの
成果出しと横展開

▲160億円

■ ユーロ感応度の改善施策
■ 事業別ROIC管理の強化

製造原価

故障予知・リモートサポートの拡大
パーツ長寿命化 ▲60億円

サービス原価

グループ間接機能の大幅簡素化
IT・AI活用による働き方改革 ▲80億円

管理間接
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商業印刷から産業用デジタル印刷への拡大

オフィス
印刷

10兆円

商業印刷
39兆円

デジタル化率

約５％

デジタル化率

約３％

【市場規模とデジタル化比率】
出典：調査会社・自社調べ

産業印刷
52兆円

パッケージ ラベル

テキスタイル

デジタルマーケティングサービス

オンデマンドソリューション （リアル）

販
促
用
印
刷
物

ラ
ベ
ル

パ
ッ
ケ
ー
ジ

テ
キ
ス
タ
イ
ル

印刷業界全体のトランスフォーム支援

<

買
収
効
果>

成長

PV拡大
→消耗品収益
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材料・コンポーネント収益拡大

新フィルム

素材 新コンポーネント

3D AR HUD

成長

サイネージ・ディスプレー

＜最終完成品メーカーとの新しい価値の共創＞

移動体インダストリー
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個別化医療・創薬支援への本格的参入

 個別の患者に応じた投薬有効性
 創薬の成功率向上

「患者の生存率・生活の質向上」
「医療費負担軽減」の両方に貢献

蛍光ナノ粒子
(PID：Phosphor Integrated Dots)
・高輝度
・高耐久性

Output

Process

Input

提供価値

癌細胞の特定タンパク
質の数・位置見える化

患者の層別化

薬効 （＋）
副作用（－）

薬効 （－）
副作用（＋）

薬効 （－）
副作用（－）

薬効 （＋）
副作用（＋）

投薬 そのほかの治療

新規
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前中計期間の仕込みの確実な成果出し

【億円】

FY14 FY15 FY16 FY17 FY19 FY21

※ 折れ線は全社の営業利益

0

基盤 成長 新規

成長事業

新規事業

買収効果極大化
デジタル価値深耕

 IoT時代の高収益ビジネス
モデル確立と体制構築

820

-30-150

300

300

460

1,000 以上

800

120
30

750
658 601

501

1,064

782 790

-116 -117
-95 -95

-146 -82-150
-80 -80

-108

338
323

442

実績/為替
($=¥105)
(€=¥115) (同左)

実績/為替 実績/為替

-82
-108

(同左)

855
799

1,102

TRANSFORM 2016 SHINKA 2019
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経営目標値

2016年度
実績

2017年度
業績予想

2019年度
経営目標

2021年度
中期目標

営業利益
（営業利益率）

501億円
(5.2％)

460億円
(4.7％)

750億円以上
(7％)

1,000億円以上
(10%)

当期利益 315億円 300億円 500億円 700億円以上

ROE 6.3% 5.8% 9.5% 11%

為替レート US$=108円
ユーロ=119円

US$=105円
ユーロ=115円

US$=105円
ユーロ=115円

US$=105円
ユーロ=115円
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セグメント別目標値
2016年度
実績

2017年度
業績予想

2019年度
経営目標

オフィス事業 5,582 5,450 5,400
プロフェッショナルプリント事業 2,040 2,200 2,500
ヘルスケア事業 899 950 1,000
産業用材料・機器事業 1,016 1,100 1,200
産業用光学システム 293 350 350
材料・コンポーネント 722 750 850

新規事業・コーポレート他 88 100 900
9,626 9,800 11,000

オフィス事業 403 450 480
プロフェッショナルプリント事業 92 120 180
ヘルスケア事業 30 55 80
産業用材料・機器事業 219 165 180
新規事業・コーポレート他 -243 -330 -170

501 460 750

売上高

全社合計

営業利益

全社合計

（億円）


ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績（ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ）

				2013年度第4四半期累計　全社業績要約 ネンド ダイ シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク





																																																		[Billions of yen]

								13年度 ネンド				12年度 ネンド								前回予想 ゼンカイ ヨソウ																										※Forecast　                                            (Announced onOctober 31.2013)								4Q

								通期 ツウキ				通期 ツウキ				YoY				13.10.31公表 コウヒョウ																		Mar 2014				Mar 2013				YoY				Mar 2014				Mar 2012				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				9,438				8,131				16%				9,300														Net sales				943.8				813.1				16%				930.0				0.0				0.0

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				3,756				3,756				0%																		Gross income				375.6				375.6				0.0				0.0				0.0				0.0

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				39.8%				46.2%																						Gross income ratio				39.8%				46.2%								0.0%				ERROR:#DIV/0!

				営業利益 エイギョウ リエキ				581				407				43%				580														Operating income				58.1				40.7				43%				58.0				0.0				0.0

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.2%				5.0%								6.2%														Operating income ratio				6.2%				5.0%								6.2%				0.0%

				のれん代償却額 ダイ ショウキャクガク				94				99				-5%				-														Goodwill amortization				9.4				9.9				-5%								0.0				0.0

				のれん代償却前営業利益 ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ				675				505				34%				-														Operating income 
before amortization of Goodwill （b）				67.5				50.5				34%								0.0				0.0

				(のれん代償却前営業利益率） ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ リツ				7.2%				6.2%																						   (b)/(a)				7.2%				6.2%												ERROR:#DIV/0!

				税引前当期純利益 ゼイビ マエ トウキ ジュンリエキ				235				338				-31%				-																		23.5				33.8				-31%				-				0.0				0.0

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				219				151				45%				180														Net income				21.9				15.1				45%				18.0				0.0				0.0

				（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ				2.3%				1.9%								1.9%														Net income ratio				2.3%				1.9%								1.9%				0.0%

				E P S （円） エン				41.38				28.52								-														EPS  [Yen]				41.4				28.5												0.00				0.00

				R O E（%）				4.6				3.4								-														ROE [%]				4.6				3.4



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				384				340																						CAPEX				38.4				49.2								0.0				0.0

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				460				492																						Depreciation				46.0				72.5								0.0				0.0

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				715				725																						R&D expenses				71.5				29.6								0.0				0.0

				FCF（営業CF-投資CF） エイギョウ トウシ				30				296																						FCF				3.0				37.4								0.0				0.0

				＜参考＞営業CF-設備投資CF サンコウ エイギョウ セツビ トウシ				255				374																						CF from operating activities+CAPEX*				25.5				ERROR:#REF!								0.0				0.0

																																		*Purchase of tangible/intangible assets

												79

				為替レート    [円]  USD カワセ エン				100.24				83.10				17.14				98.00														FOREX    [Yen]  USD				100.24				83.10				17.14				98.00				0.00				0.00

				euro				134.37				107.14				27.23				128.00														euro				134.37				107.14				27.23				128.00				0.00				0.00



				事業譲渡による収入 ジギョウ ジョウト シュウニュウ				-

				事業譲受による支出 ジギョウ ユズリウケ シシュツ				-22												-4 

				連結子会社株式の追加取得による支出				-

				連結範囲の変更を伴う出資金の取得による支出				(103)												-32 

				連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出				(100)												-7 

				出資金の払込による支出				-

								-225												-42 

				Q1～Q4 資本的支出<設備投資>				384.44553								Q1～Q3 資本的支出<設備投資>				249.04979				135.39574





ｸﾞﾙｰﾌﾟ業績

				2013年度第4四半期累計　全社業績要約 ネンド ダイ シ ハンキ ルイケイ ゼンシャ ギョウセキ ヨウヤク





																																																										[Billions of yen]

								13年度 ネンド				12年度 ネンド								13年度 ネンド				12年度 ネンド				[億円] オクエン										12M				12M								4Q				4Q

																YoY				4Q				4Q				YoY										Mar 2014				Mar 2013				YoY				Mar 2014				Mar 2013				YoY

				売上高 ウリアゲ ダカ				9,438				8,131				16%				2,609				2,353				11%						Net sales(a)				943.8				813.1				16%				260.9				235.3				11%

				売上総利益 ウリアゲ ソウ リエキ				4,515				3,756				20%				1,237				1,058				17%						Gross income				451.5				375.6				20%				123.7				105.8				17%

				（売上総利益率） ウリアゲ ソウ リエキ リツ				47.8%				46.2%								47.4%				45.0%										Gross income ratio				47.8%				46.2%								47.4%				45.0%

				営業利益 エイギョウ リエキ				581				407				43%				192				136				42%						Operating income				58.1				40.7				43%				19.2				13.6				42%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				6.2%				5.0%				-				7.4%				5.8%				-						Operating income ratio				6.2%				5.0%				-				7.4%				5.8%				-

				のれん代償却額 ダイ ショウキャクガク				94				99				△ 5				22				28				△ 6						Goodwill amortization				9.4				9.9				-5%				2.2				2.8				-21%

				のれん代償却前営業利益 ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ				675				505				170				215				164				31%						Operating income 
before amortization of Goodwill （b）				67.5				50.5				34%				21.5				16.4				31%

				(のれん代償却前営業利益率） ダイ ショウキャク マエ エイギョウ リエキ リツ				7.2%				6.2%				-				8.2%				7.0%				-						   (b)/(a)				7.2%				6.2%				-				8.2%				7.0%				-

				経常利益 ケイジョウ リエキ				546				389				40%				179				128				40%						Ordinary income				54.6				38.9				40%				17.9				12.8				40%

				税引前当期純利益				235				338				-31%				96				109				-12%						Pre-tax Profit				23.5				33.8				-31%				9.6				10.9				-12%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ				219				151				45%				111				48				130%						Net income				21.9				15.1				45%				11.1				4.8				130%

				（当期純利益率） トウキ ジュン リエキ リツ				2.3%				1.9%				-				4.2%				2.0%				-						Net income ratio				2.3%				1.9%				-				4.2%				2.0%				-

				ＥＰＳ（円） エン				41.38				28.52								21.16				9.07										EPS  [Yen]				41.38				28.52								21.16				9.07



				設備投資額 セツビ トウシ ガク				474				384								161				135										CAPEX				47.4				38.4								16.1				13.5

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				474				460								122				127										Depreciation				47.4				46.0								12.2				12.7

				研究開発費 ケンキュウ カイハツ ヒ				712				715								187				181										R&D expenses				71.2				71.5								18.7				18.1

				FCF				342				30								104				168										FCF				34.2				3.0								10.4				16.8

				投融資 トウユウシ				61				225								28				42										Investment and loan				6.1				22.5								2.8				4.2

																																		*Purchase of tangible/intangible assets

												79

				為替レート    [円]  USD カワセ エン				100.24				83.10				17.14				102.78				92.42				10.35						FOREX    [Yen]  USD				100.24				83.10				17.14				102.78				92.42				10.35

				euro				134.37				107.14				27.23				140.79				122.04				18.75						euro				134.37				107.14				27.23				140.79				122.04				18.75





				営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

HJS: HJS:
CF計算書より算出				89,945												28,049

				有形固定資産の取得による支出				(36,487)												(10,311)

				有形固定資産の売却による収入				2,355												711

				無形固定資産の取得による支出				(8,654)												(2,791)

								47,159												15,658

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ

HJS: HJS:
資本的支出より算出				47,371,120								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ				12,244,883

				Q1～Q4 資本的支出<設備投資>				(47,403,316)								Q1～Q3 資本的支出<設備投資>				(31,320,452)				-16082864

								47,403,316																16082864





ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績

				セグメント別　売上高/営業利益　 ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ





																																																																																[Billions of yen]

																																																																																*Announced on January 31,2013 

				売上高 ウリアゲ ダカ				13年度 ネンド						12年度 ネンド										前回予想 ゼンカイ ヨソウ						13年度 ネンド						12年度 ネンド						[億円］ オクエン																Net Sales				Full year																 Forecast						4Q

								通期 ツウキ						通期 ツウキ						YoY				13.10.31公表 コウヒョウ						4Q						4Q						YoY																				Mar 2013						Mar 2012						YoY				Mar 2013						Mar 2013						Mar 2012						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				7,298						5,816						25%				7,200						2,036						1,765						15%																Business Technologies				729.8						581.6						25%				720.0						203.6						176.5						15%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				1,161						1,468						-21%				1,170						258						324						-20%																Industrial Business				116.1						146.8						-21%				117.0						25.8						32.4						-20%

				ヘルスケア				824						728						13%				800						272						227						20%																Healthcare				82.4						72.8						-0%				80.0						27.2						22.7						20%

				その他 タ				154						119						-				130						43						38						-																Others				15.4						11.9						-				13.0						4.3						3.8						-

				グループ計 ケイ				9,438						8,131						16%				9,300						2,609						2,353						11%																Group total				943.8						813.1						16%				930.0						260.9						235.3						11%



				営業利益（右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ																																																						Operating income																										Full year

																																																																																				Mar 2013						Mar 2012						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				639		8.8%				317		5.4%				102%				630		8.8%				204		10.0%				133		7.5%				54%																Business Technologies				63.9		8.8%				31.7		5.4%				102%				63.0		8.8%				20.4		10.0%				13.3		7.5%				54%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				152		13.1%				237		16.1%				-36%				150		12.8%				28		10.8%				21		6.6%				30%																Industrial Business				15.2		13.1%				23.7		11.3%				-36%				15.0		12.8%				2.8		10.8%				2.1		6.6%				30%

				ヘルスケア				45		5.5%				33		4.6%				34%				60		7.5%				22		7.9%				22		9.6%				-1%																Healthcare				4.5		5.5%				3.3		4.6%				34%				6.0		7.5%				2.2		7.9%				2.2		9.6%				-1%

				コーポレート・消去 ショウキョ				△ 254		-				△ 180		-				-				△ 260		-				△ 61		-				△ 40		-				-																Others				-25.4		-				-18.0		-				-				-26.0		-				-6.1		-				-4.0		-				-

				グループ計 ケイ				581		6.2%				407		5.0%				43%				580		6.2%				192		7.4%				136		5.8%				42%																Group total				58.1		6.2%				40.7		5.0%				43%				58.0		6.2%				19.2		7.4%				13.6		5.8%				42%











																								u





































セグメント別業績公表値 NEW

				セグメント別　売上高/営業利益　 ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ

																																																										[\ billions]





																										[億円] オクエン

				売上高 ウリアゲ ダカ				17年度 ネンド						16年度 ネンド						前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				14年度 ネンド						100000						Revenue				Earnings Forecast  Forecast						 Earnings Forecast						Results

								予想 ヨソウ						実績 ジッセキ										予想 ヨソウ						セグメント間売上控除										Mar 2017 (10/31)						Mar 2018 						Mar 2017						YoY

				オフィス事業 ジギョウ				5,450						5,582						- 2%				6,000				25.404		△ 2,540,397		ＢＴ				　　Office Services				ERROR:#REF!						545.0						558.2						- 2%

				プロフェッショナルプリント事業 ジギョウ				2,200						2,040						+ 8%				2,000				17.832		△ 1,783,206		ＩＪ				　　Commercial/Industrial print				ERROR:#REF!						220.0						204.0						+ 8%

				ヘルスケア事業 ジギョウ				950						899						+ 6%				900				8.735		△ 873,540		HC				Healthcare				ERROR:#REF!						95.0						89.9						+ 6%

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ				1,100						1,016						+ 8%				1,100				43.372		△ 4,337,193						Industrial Business				ERROR:#REF!						110.0						101.6						+ 8%

				　　産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				350						293						+ 19%				610				7.480		△ 748,033		SE				　　Industrial Optical Systems				ERROR:#REF!						35.0						29.3						+ 19%

				　　材料・コンポーネット ザイリョウ				750						722						+ 4%				490				35.892		△ 3,589,160		PM+OP+OL				　　Performance Materials				ERROR:#REF!						75.0						72.2						+ 4%

				新規事業・コーポレート・連調 シンキ ジギョウ レン チョウ				100						88						-																Others				ERROR:#REF!						10.0						8.8						-

				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ				9,800						9,626						+ 2%				10,000												Group Overall				ERROR:#REF!						980.0						962.6						+ 2%



				営業利益（右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ				17年度 ネンド						16年度 ネンド						前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				14年度 ネンド												Operating Profit				Earnings Forecast  Forecast						 Earnings Forecast						Results

								予想 ヨソウ						実績 ジッセキ										予想 ヨソウ																Mar 2017 (10/31)						Mar 2017 						Mar 2016						YoY

				オフィス事業 ジギョウ				450		8.3%				403		7.2%				+ 12%																　　Office Services				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				45.0		8.3%				40.3		7.2%				+ 12%

				プロフェッショナルプリント事業 ジギョウ				120		5.5%				92		4.5%				+ 30%																　　Commercial/Industrial print				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				12.0		5.5%				9.2		4.5%				+ 30%

				ヘルスケア事業 ジギョウ				55		5.8%				30		3.3%				+ 83%				70		7.8%										Healthcare				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				5.5		5.8%				3.0		3.3%				+ 83%

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ				165		15.0%				219		21.6%				- 25%				120		10.9%										Industrial Business				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				16.5		15.0%				21.9		21.6%				- 25%

				全社・消去他 ゼンシャ ショウキョ ホカ						-				ERROR:#REF!		-				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		-										Eliminations and Corporate				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				0.0		-

				新規事業・コーポレート・連調 シンキ ジギョウ レン チョウ				△ 330						△ 243						-																Others				-29.0						-33.0		0.0				-24.3						-

				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ				460		4.7%				501		5.2%				- 8%				620		6.2%										Group Overall				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				46.0		4.7%				50.1		5.2%				- 8%







				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										ERROR:#REF!												Operating income ratio				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										ERROR:#REF!												Operating income ratio				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										ERROR:#REF!												Operating income ratio				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										ERROR:#REF!												Operating income ratio				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!





				[百万円] ヒャクマンエン				11年度
1Q ネンド						12年度
1Q ネンド										12年度
1Q ネンド																																										100

				情報機器 ジョウホウ キキ				134,069						130,349										130,349

				ＡＬ＋ＯＰ				33,037						39,709										39,709

				ＭＧ				15,505						15,807										15,807

				他 ホカ				3,595						3,508										3,508

				グループ計 ケイ				186,206						189,373										189,373





				情報機器 ジョウホウ キキ				3,629						3,038										3,038

				ＡＬ＋ＯＰ				3,609						8,063										8,063

				ＭＧ				(510)						(158)										(158)

				他 ホカ				(3,456)						(4,604)										(4,604)

				グループ計 ケイ				3,271						6,340										6,340









中計用（セグメント） (16-19年度) (外部売り修正)







										2016年度
実績 ネン ド ジッセキ		2017年度
業績予想 ネン ド ギョウセキ ヨソウ		2019年度
経営目標 ネン ド ケイエイ モクヒョウ

				売上高 ウリアゲ ダカ

				オフィス事業 ジギョウ						5,582		5,450		5,400

				プロフェッショナルプリント事業 ジギョウ						2,040		2,200		2,500

				ヘルスケア事業 ジギョウ						899		950		1,000

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ						1,016		1,100		1,200

						産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				293		350		350

						材料・コンポーネント ザイリョウ				722		750		850

				新規事業・コーポレート他 シンキ ジギョウ ホカ						88		100		900

				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ						9,626		9,800		11,000



				営業利益 エイギョウ リエキ

				オフィス事業 ジギョウ						403		450		480

				プロフェッショナルプリント事業 ジギョウ						92		120		180

				ヘルスケア事業 ジギョウ						30		55		80

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ						219		165		180

						産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				58				73

						材料・コンポーネント ザイリョウ				161				107

				新規事業・コーポレート他 シンキ ジギョウ ホカ						-243		-330		-170

				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ						501		460		750













































































































































































































経理データ(0509)

				16年度売上高明細（新組織ベース） ネンド ウリアゲダカ メイサイ シンソシキ														参考（算出データ） サンコウ サンシュツ



				単位：億円 タンイ オクエン				売上高 ウリアゲ ダカ						備考 ビコウ				BT外部売上 ガイブ ウリアゲ		7,580

								セグメント計 ケイ		セグメント間 カン		外部 ガイブ						IJﾃｷｽﾀｲﾙ+PP外部売上 ガイブ ウリアゲ		42		IJセグメント外部売上ーコンポ外部売上 ガイブ ウリアゲ ガイブ ウリアゲ

				オフィス				5,607		△ 25		5,582						計 ケイ		7,622

				プロフェッショナルプリント				1,543		△ 19		1,524		 BTセグ（外部）＋テキスタイル（外部）－オフィス（外部）ーマーケティングサービス（外部） ガイブ ガイブ カミタカ ガイブ ガイブ

				マーケティングサービス				516				516						産業光学（外部売上高） サンギョウ コウガク ガイブ ウリアゲ ダカ

				ヘルスケア				907		△ 8		899						SE		267		セグメントPLBS要約表 ヨウヤク ヒョウ

				産業光学システム				302		△ 8		293		 内訳は右参照  ウチワケ ミギ サンショウ				BDH		0		BIツール

				材料・コンポーネント				758		△ 36		722		 　　　〃				HPL		26		STRAVIS

				新規事業 シンキ ジギョウ				77		△ 1		77		 BDH-NB（WH、バイオヘルスケアは16年度発生なし） ネンド ハッセイ				計 ケイ		294

						CRD		0				0

						HEX/BIC/IOT		0				0						新規事業 シンキ ジギョウ

						CO他 ホカ		135		△ 84		51		 COセグ（外部） ー BDH（外部） － HPL（外部） ガイブ ガイブ ガイブ				BDH-NB		77		セグメントPLBS要約表 ヨウヤク ヒョウ

				CO他計 ホカ ケイ				135		△ 84		51

				全社施策・特別施策 ゼンシャ シサク トクベツ シサク				-				-						材料・コンポーネント（外部売上高） ザイリョウ ガイブ ウリアゲ ダカ

				その他 タ				-				-						OP		211		セグメントPLBS要約表 ヨウヤク ヒョウ

				連調 レン チョウ				-		△ 40		△ 40						IJ-コンポ		95		BIツール（除くセグ間取引） ノゾ カン トリヒキ

				連結計 レンケツ ケイ				9,845		△ 220		9,626						PM		416		セグメントPLBS要約表 ヨウヤク ヒョウ

																		OLED		0		セグメントPLBS要約表 ヨウヤク ヒョウ

																		計 ケイ		722















中計用（セグメント） (16-19年度) (修外部売計算







										2016年度
実績 ネン ド ジッセキ		2017年度
業績予想 ネン ド ギョウセキ ヨソウ		2019年度
経営目標 ネン ド ケイエイ モクヒョウ						単位：億円 タンイ オクエン				売上高 ウリアゲ ダカ

				売上高 ウリアゲ ダカ																				セグメント計 ケイ		セグメント間 カン		外部 ガイブ

				オフィス事業 ジギョウ						5,581		5,450		5,400						オフィス				5,607		△ 25		5,582

				プロフェッショナルプリント事業 ジギョウ						2,041		2,200		2,500				ERROR:#REF!		プロフェッショナルプリント				1,543		△ 19		1,524

				ヘルスケア事業 ジギョウ						898		950		1,000				ERROR:#REF!		マーケティングサービス				516				516

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ						1,017		1,100		1,200				ERROR:#REF!		ヘルスケア				907		△ 8		899

						産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				294		350		350						産業光学システム				379		△ 9		370

						材料・コンポーネント ザイリョウ				722		750		850						材料・コンポーネント				758		△ 36		722

				新規事業・コーポレート他 シンキ ジギョウ ホカ						89		100		900								CRD		0				0

				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ						9,626		9,800		11,000								HEX/BIC/IOT		0				0

																						CO他 ホカ		135		△ 84		51

				営業利益 エイギョウ リエキ																CO他計 ホカ ケイ				135		△ 84		51

				オフィス事業 ジギョウ						403		450		480						全社施策・特別施策 ゼンシャ シサク トクベツ シサク				-				-

				プロフェッショナルプリント事業 ジギョウ						92		120		180				ERROR:#REF!		その他 タ				-				-

				ヘルスケア事業 ジギョウ						30		55		80				ERROR:#REF!		連調 レン チョウ				-		△ 40		△ 40

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ						219		165		180				ERROR:#REF!		連結計 レンケツ ケイ				9,845		△ 220		9,626

						産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				58				73

						材料・コンポーネント ザイリョウ				161				107

				新規事業・コーポレート他 シンキ ジギョウ ホカ						-243		-330		-170

				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ						501		460		750













































































































































































































ｾｸﾞﾒﾝﾄ別業績 FY16_4Q

				セグメント別　売上高/営業利益　 ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ









				売上高 ウリアゲ ダカ				16年度 ネンド						15年度 ネンド						前年比 ゼンネン ヒ				16年度 ネンド						15年度 ネンド						前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ		14年度 ネンド				Revenue				12M						12M										4Q						4Q

								通年 ツウネン						通年 ツウネン										4Q						4Q								予想 ヨソウ								Mar 2017						Mar 2016						YoY				Mar 2017						Mar 2016						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				7,717						8,322						- 7%				2,095						2,161						- 3%		8,000				Business Technologies				771.7						832.2						- 7%				209.5						216.1						- 3%

				　　オフィスサービス				5,633						6,076						- 7%				1,509						1,570						- 4%		6,000				　　Office Services				563.3						607.6						- 7%				150.9						157.0						- 4%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ				2,148						2,246						- 4%				586						590						- 1%		2,000				　　Commercial/Industrial print				214.8						224.6						- 4%				58.6						59.0						- 1%

				ヘルスケア				899						899						+ 0%				266						276						- 4%		900				Healthcare				89.9						89.9						+ 0%				26.6						27.6						- 4%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				894						1,060						- 16%				239						243						- 1%		1,100				Industrial Business				89.4						106.0						- 16%				23.9						24.3						- 1%

				　　産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				478						525						- 9%				143						126						+ 14%		610				　　Industrial Optical Systems				47.8						52.5						- 9%				14.3						12.6						+ 14%

				　　機能材料 キノウ ザイリョウ				416						535						- 22%				96						117						- 18%		490				　　Performance Materials				41.6						53.5						- 22%				9.6						11.7						- 18%

				その他 タ																ERROR:#DIV/0!																						Others				0.0						0.0						+ 0%				0.0						0.0						+ 0%

				調整（消去等） チョウセイ ショウキョ トウ																ERROR:#DIV/0!																						Adjustment				0.0						0.0						+ 0%				0.0						-0.0						+ 0%

				コーポレート他				115						37						-				29						14						-						Others				11.5						3.7						-				2.9						1.4						-

				グループ全体 ゼンタイ				9,626						10,317						- 7%				2,629						2,694						- 2%		10,000				Group Overall				962.6						1,031.7						- 7%				262.9						269.4						- 2%



				営業利益                                                                                                                                                                                                        （右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ				16年度 ネンド						15年度 ネンド						前年比 ゼンネン ヒ				16年度 ネンド						15年度 ネンド						前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ		14年度 ネンド				Operating Profit 				12M						12M										4Q						4Q

								通年 ツウネン						通年 ツウネン										4Q						4Q								予想 ヨソウ								Mar 2017						Mar 2016						YoY				Mar 2017						Mar 2016						YoY

				情報機器 ジョウホウ キキ				530		6.9%				702		8.4%				- 25%				149		7.1%				193		8.9%				- 23%		720				Business Technologies				53.0		6.9%				70.2		8.4%				- 25%				14.9		7.1%				19.3		8.9%				- 23%

				　　オフィスサービス				437		7.8%				542		8.9%				- 19%				119		7.9%				144		9.2%				- 18%						　　Office Services				43.7		7.8%				54.2		8.9%				- 19%				11.9		7.9%				14.4		9.2%				- 18%

				　　商業・産業印刷 ショウギョウ サンギョウ インサツ				117		5.5%				160		7.1%				- 27%				30		5.1%				49		8.3%				- 39%						　　Commercial/Industrial print				11.7		5.5%				16.0		7.1%				- 27%				3.0		5.1%				4.9		8.3%				- 39%

				ヘルスケア				29		3.2%				39		4.3%				- 27%				14		5.1%				16		5.9%				- 16%		70				Healthcare				2.9		3.2%				3.9		4.3%				- 27%				1.4		5.1%				1.6		5.9%				- 16%

				産業用材料・機器 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ				186		20.8%				170		16.1%				+ 9%				42		17.4%				38		15.5%				+ 11%		120				Industrial Business				18.6		20.8%				17.0		16.1%				+ 9%				4.2		17.4%				3.8		15.5%				+ 11%

				コーポレート他				△ 243		-		-		△ 311		-				-				△ 47		-				△ 62		-				-						Others				-24.3		-				-31.1		-				-				-4.7		-				-6.2		-				-

				グループ全体 ゼンタイ				501		5.2%				601		5.8%				- 17%				157		6.0%				185		6.9%				- 15%		620				Group Overall				50.1		5.2%				60.1		5.8%				- 17%				15.7		6.0%				18.5		6.9%				- 15%







				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																																		ERROR:#REF!				Operating income ratio				0.0%						0.0%										0.0%		0.0%				0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																																		ERROR:#REF!				Operating income ratio				0.0%						0.0%										0.0%		0.0%				0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																																		ERROR:#REF!				Operating income ratio				0.0%						0.0%										0.0%		0.0%				0.0%

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ																																		ERROR:#REF!				Operating income ratio				0.0%						0.0%										0.0%		0.0%				0.0%





				[百万円] ヒャクマンエン																																		12年度
1Q ネンド																																												100

				情報機器 ジョウホウ キキ																																		130,349

				ＡＬ＋ＯＰ																																		39,709

				ＭＧ																																		15,807

				他 ホカ																																		3,508

				グループ計 ケイ																																		189,373





				情報機器 ジョウホウ キキ																																		3,038

				ＡＬ＋ＯＰ																																		8,063

				ＭＧ																																		(158)

				他 ホカ																																		(4,604)

				グループ計 ケイ																																		6,340

																																														10						10		ERROR:#DIV/0!								10		ERROR:#DIV/0!				10		ERROR:#DIV/0!				1

																																												ERROR:#DIV/0!		10						10		ERROR:#DIV/0!								10		ERROR:#DIV/0!				10		ERROR:#DIV/0!				1

																								為替影響 カワセ エイキョウ																				ERROR:#DIV/0!		10						10		ERROR:#DIV/0!								10		ERROR:#DIV/0!				10		ERROR:#DIV/0!				1

				ＢＴ				753						148.5008394238										48																				ERROR:#DIV/0!		10						10		ERROR:#DIV/0!								10		ERROR:#DIV/0!				10		ERROR:#DIV/0!				1

				ＩＪ				11						9.0222003103										-1%																				ERROR:#DIV/0!		10						10		ERROR:#DIV/0!								10		ERROR:#DIV/0!				10		ERROR:#DIV/0!				1

								764						158																														ERROR:#DIV/0!		10						10		ERROR:#DIV/0!								10		ERROR:#DIV/0!				10		ERROR:#DIV/0!				1

								2%						-2%										19																				ERROR:#DIV/0!		10						10		ERROR:#DIV/0!								10		ERROR:#DIV/0!				10		ERROR:#DIV/0!				1

																								-5%																						ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																																												ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																								22																				ERROR:#DIV/0!		10						10		ERROR:#DIV/0!								10		ERROR:#DIV/0!				10		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#VALUE!

																								3%																						10						10		ERROR:#DIV/0!								10		ERROR:#DIV/0!				10		ERROR:#DIV/0!				1

																																														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																								3																						ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#VALUE!

																								-16%																				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#VALUE!						ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#VALUE!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#VALUE!

																																												ERROR:#DIV/0!		10						10		1								10		1				10		1				1

																																												ERROR:#DIV/0!		10						10		1								10		1				10		1				1

																																														10						10		1								10		1				10		1				1

																																												ERROR:#REF!		10						10		1								10		1				10		1				1

																																												ERROR:#DIV/0!		10						10		1								10		1				10		1				1

																																														10						10		ERROR:#VALUE!								10		ERROR:#VALUE!				10		ERROR:#VALUE!				ERROR:#VALUE!

																																														10						10		1								10		1				10		1				1

																																														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																																														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																																														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																																														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																																														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																																														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																																														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!

																																														ERROR:#DIV/0!						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!				ERROR:#DIV/0!





セグメント別業績公表値

				セグメント別　売上高/営業利益　 ベツ ウリアゲ ダカ エイギョウ リエキ

																																																				[\ billions]





																										[億円] オクエン

				売上高 ウリアゲ ダカ				17年度 ネンド						16年度 ネンド						前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				14年度 ネンド						Revenue				Earnings Forecast  Forecast						 Earnings Forecast						Results

								予想 ヨソウ						実績 ジッセキ										予想 ヨソウ										Mar 2017 (10/31)						Mar 2018 						Mar 2017						YoY

				オフィス事業 ジギョウ				5,500						5,607						- 2%				6,000						　　Office Services				ERROR:#REF!						550.0						560.7						- 2%

				プロフェッショナルプリント事業 ジギョウ				2,200						2,059						+ 7%				2,000						　　Commercial/Industrial print				ERROR:#REF!						220.0						205.9						+ 7%

				ヘルスケア事業 ジギョウ				900						907						- 1%				900						Healthcare				ERROR:#REF!						90.0						90.7						- 1%

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ				1,050						1,060						- 1%				1,100						Industrial Business				ERROR:#REF!						105.0						106.0						- 1%

				　　産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				320						302						+ 6%				610						　　Industrial Optical Systems				ERROR:#REF!						32.0						30.2						+ 6%

				　　材料・コンポーネット ザイリョウ				730						758						- 4%				490						　　Performance Materials				ERROR:#REF!						73.0						75.8						- 4%

				新規事業・コーポレート・連調 シンキ ジギョウ レン チョウ				50						△ 7						-										Others				ERROR:#REF!						5.0						-0.7						-

				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ				9,700						9,626						+ 1%				10,000						Group Overall				ERROR:#REF!						970.0						962.6						+ 1%



				営業利益（右側：営業利益率） エイギョウ リエキ ミギガワ エイギョウ リエキ リツ				17年度 ネンド						16年度 ネンド						前年
同期比 ゼンネン ドウキヒ				14年度 ネンド						Operating Profit				Earnings Forecast  Forecast						 Earnings Forecast						Results

								予想 ヨソウ						実績 ジッセキ										予想 ヨソウ										Mar 2017 (10/31)						Mar 2017 						Mar 2016						YoY

				オフィス事業 ジギョウ				450		8.2%				403		7.2%				+ 12%										　　Office Services				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				45.0		8.2%				40.3		7.2%				+ 12%

				プロフェッショナルプリント事業 ジギョウ				120		5.5%				92		4.5%				+ 30%										　　Commercial/Industrial print				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				12.0		5.5%				9.2		4.5%				+ 30%

				ヘルスケア事業 ジギョウ				55		6.1%				30		3.3%				+ 83%				70		7.8%				Healthcare				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				5.5		6.1%				3.0		3.3%				+ 83%

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ				165		15.7%				219		20.7%				- 25%				120		10.9%				Industrial Business				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				16.5		15.7%				21.9		20.7%				- 25%

				全社・消去他 ゼンシャ ショウキョ ホカ						-				ERROR:#REF!		-				ERROR:#REF!				ERROR:#REF!		-				Eliminations and Corporate				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				0.0		-

				新規事業・コーポレート・連調 シンキ ジギョウ レン チョウ				△ 330						△ 243						-										Others				-29.0						-33.0		0.0				-24.3						-

				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ				460		4.7%				501		5.2%				- 8%				620		6.2%				Group Overall				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!				46.0		4.7%				50.1		5.2%				- 8%







				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!

				（営業利益率） エイギョウ リエキ リツ				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!										ERROR:#REF!						Operating income ratio				ERROR:#REF!						ERROR:#REF!						ERROR:#REF!





				[百万円] ヒャクマンエン				11年度
1Q ネンド						12年度
1Q ネンド										12年度
1Q ネンド																																				100

				情報機器 ジョウホウ キキ				134,069						130,349										130,349

				ＡＬ＋ＯＰ				33,037						39,709										39,709

				ＭＧ				15,505						15,807										15,807

				他 ホカ				3,595						3,508										3,508

				グループ計 ケイ				186,206						189,373										189,373





				情報機器 ジョウホウ キキ				3,629						3,038										3,038

				ＡＬ＋ＯＰ				3,609						8,063										8,063

				ＭＧ				(510)						(158)										(158)

				他 ホカ				(3,456)						(4,604)										(4,604)

				グループ計 ケイ				3,271						6,340										6,340









累計

								T99999				TBSG13		TBSG14		TBSG18		TBSG21		TBSG12		TBSG19		TBSG20		TBSG01		TBSG00

																												4/29/17

																												【EX】セグメント別 PLBS 要約表.xlsx

						FY2016   セグメント別 P/L・F/P 要約表　累計（4-3月）



				※開示用組替前 カイジ ヨウ クミカエ マエ																								（単位：千円）				COセグメント内訳 ウチワケ

								連結精算表		セグメント間		BT		PM		SE		OP		HC		IJ		OL		BDH-NB		CO				CO		BDH		CRD

				売上高 ウリアゲ ダカ				962,555,790		(22,085,512)		760,545,914		41,942,606		27,480,677		24,308,783		90,814,242		15,513,347		30,245		7,749,359		16,256,129				16,256,129

						セグメント間売上控除 コウジョ		0		18,107,244		(2,540,397)		(343,125)		(748,033)		(3,244,835)		(873,540)		(1,783,206)		(1,200)		(70,541)		(8,502,367)				(8,502,367)

				外部顧客に対する売上高 ガイブ コキャク タイ ウリアゲ ダカ				962,555,790		(3,978,268)		758,005,517		41,599,481		26,732,644		21,063,948		89,940,702		13,730,141		29,045		7,678,818		7,753,762				7,753,762

				売上原価				502,616,851		(19,623,939)		389,919,054		23,800,165		8,169,966		18,746,799		57,636,434		7,853,545		5,681		3,916,895		12,192,251				12,192,251

				  売上総利益				459,938,939		(2,461,573)		370,626,860		18,142,441		19,310,711		5,561,984		33,177,808		7,659,802		24,564		3,832,464		4,063,878				4,063,878

						（率） リツ		47.8%		11.1%		48.7%		43.3%		70.3%		22.9%		36.5%		49.4%		81.2%		49.5%		25.0%				25.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				販売費及び一般管理費				416,622,640		(1,525,508)		319,458,335		9,043,379		13,403,962		5,376,386		30,216,156		5,830,300		3,105,769		5,678,685		26,035,176				26,035,176

				  事業貢献利益 ジギョウ コウケン				43,316,299		(936,065)		51,168,525		9,099,062		5,906,749		185,598		2,961,652		1,829,502		(3,081,205)		(1,846,221)		(21,971,298)				(21,971,298)

						（率） リツ		4.5%		4.2%		6.7%		21.7%		21.5%		0.8%		3.3%		11.8%		-10187.5%		-23.8%		-135.2%				-135.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				その他の収益				14,147,335		(80,585)		3,024,848		253,706		141,206		8,697,503		263,100		43,047		152,188		118,953		1,533,369				1,533,369

				その他の費用				7,328,567		72,333		3,075,303		157,814		19,558		280,280		361,136		27,932		2,299,930		20,972		1,013,309				1,013,309

				  営業利益				50,135,067		(1,088,983)		51,118,070		9,194,954		6,028,397		8,602,821		2,863,616		1,844,617		(5,228,947)		(1,748,240)		(21,451,238)				(21,451,238)

						（率） リツ		5.2%		4.9%		6.7%		21.9%		21.9%		35.4%		3.2%		11.9%		-17288.6%		-22.6%		-132.0%				-132.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				金融収益				3,532,482		(3,266,817)		2,573,420		106,517		58,527		124,079		81,861		17,167		0		66,440		3,771,288				3,771,288

				金融費用				4,259,429		(1,036,243)		1,766,808		4,034		271,451		79,439		354,284		6,144		86,415		58,570		2,668,527				2,668,527

						（支払利息） シハラ リソク		2,579,382		(990,252)		1,204,067		1,080		138,194		23,667		173,056		831		62,144		58,570		1,908,025				1,908,025		0		0

						　　支払利息 シハライ リソク		2,222,049		(990,252)		1,204,067		1,080		138,194		23,667		173,056		831		62,144		58,570		1,550,692				1,550,692

						　　社債利息 シャサイ リソク		357,333		0		0		0		0		0		0		0		0		0		357,333				357,333

						（Finance リース債務利息） サイム リソク		269,212		0		269,212		0		0		0		0		0		0		0		0				0

						（その他 支払利息以外） タ シハラ リソク イガイ		1,410,835		(45,991)		293,529		2,954		133,257		55,772		181,228		5,313		24,271		0		760,502		0		760,502		0		0

				持分法投資損益				(66,515)		0		(92,516)		4,915		0		0		21,086		0		0		0		0				0

				  税金等調整前当期利益				49,341,605		(3,319,557)		51,832,166		9,302,352		5,815,473		8,647,461		2,612,279		1,855,640		(5,315,362)		(1,740,370)		(20,348,477)				(20,348,477)

				税金費用				17,856,102		(741,168)		16,142,737		2,665,905		835,541		2,853,576		649,330		552,186		(1,639,219)		(247,279)		(3,215,507)				(3,215,507)

						（率）		36.2%		22.3%		31.1%		28.7%		14.4%		33.0%		24.9%		29.8%		30.8%		14.2%		15.8%				15.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

						 (税金費用)		12,058,774		(1,450,993)		14,376,004		2,628,082		2,147,254		2,521,604		791,590		556,572		(1,690,005)		9,428		(7,821,334)				(7,821,334)		0		0

						 (繰延税金費用) クリノベ		5,797,328		462,546		1,766,733		37,823		(1,311,713)		331,972		(142,260)		(4,386)		50,786		(256,707)		4,605,827				4,605,827		0		0

						繰延税金費用		523,600		462,546		1,394,750		15,580		(1,310,848)		311,872		(63,222)		(4,386)		50,786		(256,707)		(333,478)				(333,478)

						[連税]繰延税金費用		5,273,728		0		371,983		22,243		(865)		20,100		(79,038)		0		0		0		4,939,305				4,939,305

				継続事業にかかる純利益 ケイゾク ジギョウ ジュンリエキ				31,485,503		(4,071,480)		35,689,429		6,636,447		4,979,932		5,793,885		1,962,949		1,303,454		(3,676,143)		(1,493,091)		(17,132,970)				(17,132,970)

				非継続事業純損益(税後) ヒ ケイゾク ジギョウ ジュンソンエキ ゼイ ゴ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				0

				  当期利益 トウキ リエキ				31,485,503		(2,578,389)		35,689,429		6,636,447		4,979,932		5,793,885		1,962,949		1,303,454		(3,676,143)		(1,493,091)		(17,132,970)				(17,132,970)

						（率） リツ		3.3%		11.7%		4.7%		15.8%		18.1%		23.8%		2.2%		8.4%		-12154.5%		-19.3%		-105.4%				-105.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				親会社の所有者純利益 オヤ カイシャ ショユウシャ ジュン リエキ				31,542,280		(2,578,389)		35,520,485		6,636,447		4,979,932		5,793,885		1,924,376		1,303,454		(3,676,143)		(1,228,797)		(17,132,970)

				非支配持分純利益				(56,777)		0		168,944		0		0		0		38,573		0		0		(264,294)		0				0

				(参考) サンコウ

				研究開発費計				73,275,301		(557,897)		40,382,296		4,988,447		3,320,719		2,308,797		5,176,060		2,973,397		2,416,592		575,527		11,691,363				11,691,363



				利益剰余金期首残高				258,562,731		46,940,122		852,804,552		186,463,712		43,582,691		83,392,968		12,842,984		29,780,925		(75,693,255)		(2,620,390)		(131,306,858)

						配当金 ハイトウキン		(14,865,483)		2,268,513		(22,768,336)		(4,583,663)		(1,738,789)		(5,784,602)		(1,337,308)		(838,000)		0		0		19,916,702

						当社株主に帰属する当期利益 トウシャ カブヌシ キゾク		29,937,041		(3,807,186)		35,520,485		6,636,447		4,979,932		5,793,885		1,924,376		1,303,454		(3,676,143)		(1,228,797)		(17,132,970)

						その他の増減 タ ゾウゲン		(1,212,521)		3,849,187		(1,804,824)		(17,757,128)		369,429		390,850		484,043		(47,448)		18,373,452		0		1,461,857

				利益剰余金期末残高 リエキ				272,421,768		49,250,636		863,751,877		170,759,368		47,193,263		83,793,101		13,914,095		30,198,931		(60,995,946)		(3,849,187)		(127,061,269)









								0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



&P/&N	




中計用（セグメント） (16-19年度) (2)







										2016年度
実績 ネン ド ジッセキ		2017年度
業績予想 ネン ド ギョウセキ ヨソウ		2019年度
経営目標 ネン ド ケイエイ モクヒョウ

				売上高 ウリアゲ ダカ

				オフィス事業 ジギョウ						5,607		5,500		5,400

				プロフェッショナルプリント事業 ジギョウ						2,059		2,200		2,500				ERROR:#REF!

				ヘルスケア事業 ジギョウ						907		900		1,000				ERROR:#REF!

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ						1,060		1,050		1,200				ERROR:#REF!

						産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				302		320		350

						材料・コンポーネント ザイリョウ				758		730		850

				新規事業・コーポレート他 シンキ ジギョウ ホカ						-7		50		900

				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ						9,626		9,700		11,000



				営業利益 エイギョウ リエキ

				オフィス事業 ジギョウ						403		450		480

				プロフェッショナルプリント事業 ジギョウ						92		120		180				ERROR:#REF!

				ヘルスケア事業 ジギョウ						30		55		80				ERROR:#REF!

				産業用材料・機器事業 サンギョウヨウ ザイリョウ キキ ジギョウ						219		165		180				ERROR:#REF!

						産業用光学システム サンギョウヨウ コウガク				58				73

						材料・コンポーネント ザイリョウ				161				107

				新規事業・コーポレート他 シンキ ジギョウ ホカ						-243		-330		-170

				全社合計 ゼンシャ ゴウケイ						501		460		750
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成長投資と株主様への還元方針

株主還元

成長投資

連結業績と成長分野への戦略投資の推進等を総合的に勘案しつつ、
積極的に利益還元することを基本とする。

配当額の向上と機動的な自己株式取得を通じて、
株主還元の充実に努める。

投融資
14-16年度 17-19年度

1,245億円 1,300億円

基盤
成長

新規 基盤
成長

新規

設備投資
14-16年度 17-19年度

1,477億円 1,500億円

基盤

成長

新規

基盤

成長
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2017年度業績見通し
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2017年度業績見通し

2016年度
実績

2017年度
業績予想 増減

売上高 9,626億円 9,800億円 ＋2%

事業貢献利益 433億円 540億円 +25%

営業利益 501億円 460億円 -8%

当期利益 315億円 300億円 -5%

1株当り配当 30円 30円 ±0%

為替レート US$=108円
ユーロ=119円

US$=105円
ユーロ=115円



© 2017 Konica Minolta, Inc. 19

2017年度方針

「収益力の大幅回復」と「トランスフォームの加速」

基盤事業

成長事業

新規事業

高付加価値への集中
■ 高付加価値販売、顧客満足度向上の更なる強化

売上高 1,000億円以上の実現
■ 産業印刷、テキスタイル、超音波、外観検査、新規フィルム/素材

IoTビジネスで社会課題解決・顧客価値創造
■ Workplace Hub、バイオヘルスケア(ガン診断)、 産業光学領域

グローバルコスト構造改革
■ 製造原価、市場品質ロス、リードタイムの削減
■ 成長・新規事業への人員シフト、IT活用生産性向上、合理化
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2017年度 事業別重点取組み

オフィス

プロフェッショナル
プリント

ヘルスケア

産業用光学
システム

材料・
コンポーネット

ハイブリッド販売の拡大による事業収益率・顧客継続率の向上
カラー高セグメント機販売注力による平均売価向上とプリントボリューム拡大
Workplace Hub事業立上げによるプラットフォーム型ビジネス本格展開

プロダクションプリント：LPP/MPP新製品投入による商品競争力強化
産業印刷：KM-1・MGI社商材拡販と専任販売体制強化
マーケティングサービス：大手ブランドオーナー顧客向け営業体制強化

DR/超音波/医療IT強化による着実な事業貢献
バイオヘルスケア事業の立上げ、SPFSの事業化

計測機器：大手顧客向けビジネス拡大、IoT大手顧客向け外観検査事業化
状態監視：Mobotix社技術を融合させたプラットフォーム構築

機能材料：強み製品領域への集中による収益力強化
産業用インクジェット：新製品(小液滴ヘッド、MEMSヘッド)で収益拡大
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オフィスソリューション

Output

Process

Input

提供価値
・構造化データ
・非構造化データ
(ﾒｰﾙ・人の動き・動画)

■ 創造性向上・働き方改革支援
• コラボレーションツール
• Spokeや他デバイス連携によるリモートワーク支援

■ 付加価値提供
• AIを用いた意思決定支援
• カメラとDL技術を活用した行動解析
• セキュリティ（カメラ+ITセキュリティ）

■ 効率化
• ファシリティ有効活用（カメラ+会議予約システム連携）
• 業務全体効率化（RPA連携等自動化含む）
• 全てのソリューションをワンストップで提供

RPA:Robotics Process Automation

Spoke
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デジタルマニュファクチャリング

Output

Process

Input

稼働状況可視化
検査データと関連IoTデータの解析

■ 入出荷から検査、組み立て、管理などの
一連の製造工程を一貫して支援

• 外観検査工程自動化（Radiant)とデータ連携による
サプライチェーン全体品質管理の効率化・高精度化

• LRやMobotixカメラ、戦略的パートナーSick社のセン
サー連携による状態監視・リモートセンシングによる
工程最適化・入出庫管理

• WCｃ（眼鏡型ウェアラブル）によるアセンブリ・
ピッキングプロセス最適化

• Workplace Hubとの連携による現場でのリアルタイム
解析・価値提供

• 間接業務効率化

キズなど、自動車外観の
検査工程を自動化

自動外観検査

キズなどの分析

不良分析・不良予測

ウェアラブルデバイスでの
ピッキング指示
ロボットとの協働

●REC

・検査データ
・プロセスデータ
・稼働データ
・帳票、図面

提供価値



© 2017 Konica Minolta, Inc. 24

セキュリティソリューション

Output

Process

Input

画像処理 / 物体識別 / 行動解析

■ 移動体安全運転支援
・3DLR
・リアルタイムに隙間なく検知
・180度視野角、最大200M
・昼夜や逆光問わず
・3D AR HUD

（三次元拡張現実ヘッドアップディスプレイ）

・ガス漏洩検知
・見えないガスの見える化
で保全業務効率化

■ 社会の安心安全
・セキュリティ
・赤外・サーモなど複数の
カメラ・センサー融合で
あらゆる環境下での異常
行動者・侵入者検知

センサーフュージョン
・レーザー
・赤外
・可視画像

提供価値
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ヘルスケアソリューション

Output

Process

Input

■ 付加価値提供（医療従事者向け）
• AIを用いた意思決定支援
• テレヘルス

■ 効率化（バックオフィス向け）
• 収益サイクル管理支援
• 医療文書管理

Viztek社の医療画像プラットフォームと
Workplace Hubによる医療文書・バイタルデー
タプラットフォームを統合による付加価値創出

・医療文章
・バイタル情報
・医療画像

+
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提供価値
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ケアサポートソリューション

Output

Process

Input

■ 介護士の業務効率３割向上
• すぐ駆けつける⇒見てかけつける
• 音声による情報記録入力支援

センサーBOX
各種バイタル機器

■ 訴訟リスク回避
• 事故映像保存による
訴訟リスク回避

• マイクロ波センサー
（ドップラー効果）で呼
吸による胸の動きを検知

• 起床、離床、転倒、転落
などの動作自動検知

• 姿勢予測

赤外センサー・マイクロセンサーとDL技術による
見える化で付加価値創出

行動検知 / 睡眠解析
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デジタルマーケティングソリューション

Output

Process

Input

■ オンデマンド印刷によるマスカスタマイズド・
コンテンツの提供

店舗
・購買記録
・行動情報(カメラ)

ウェブ
・アクセスログ
・SNS履歴

関連Big data

DM ラベル

テキスタイル

パッケージ

■ カメラとDL技術を活用した行動解析で
マーケティングROI改善

• 店舗での最適導線設計・接客効率改善
• 販促物効果検証

特定領域人数カウント
導線量をヒートマップで視覚化

Deep Learningで
腕の姿勢（間接位置）特定

データ集積・解析





本資料で記載されている業績予想及び将来予想は、現時点における
事業環境に基づき当社が判断した予想であり、今後の事業環境により
実際の業績が異なる場合があることをご承知おき下さい。

本資料におきましては、四捨五入による億円単位で表示しております。

 本資料の記載情報

 将来見通しに係わる記述についての注意事項
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