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プロフィール

※ 2013年度通期業績予想ベースにて各セグメントの売上構成比を掲載しています。

74%
※

15%
※

9%
※

2%
※

ヘルスケア事業

産業用材料・機器事業

情報機器事業

その他事業

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。

液晶ディスプレイに使用される
TACフィルムや一眼レフ交換レン
ズ、計測機器などが主力製品であ
り、さらに成長事業である有機EL照
明分野や機能性フィルム分野など
で構成されています。

A3カラー複合機（MFP）などを扱うオフィス分野と、成長
領域である、商業印刷や企業内印刷で展開するプロダク
ションプリント分野で構成されています。

コニカミノルタグループは、経営理念「新しい価値の創造」の下、日々の企業活動を
通じてお客様や社会にとって価値のある、当社ならではの「新しい価値」を創造し、
提供することによって、より良い社会の実現を目指すことを経営の基本方針として
います。

産業用インクジェット事
業やプラネタリウム事業
で構成されています。
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海外でトップレベルのシェア
（A3カラー複合機）

A3カラー複合機（MFP）の販売は、海外においてトップレベルのシェアを
誇っています。機器だけでなく、オフィス環境の“最適化”を実現するビジネス
ソリューションも提供しています。

大型液晶テレビの液晶画面
に視野角拡大機能を持たせ
るVA-TACフィルムは、当
社の強みである40 mの薄
膜タイプの製品が評価さ
れ、トップシェアを獲得して
います。

高画質・低被曝などの優れた商品力とワイヤ
レスによる卓越した携帯性や操作性がお客様
より高く評価され、カセッテ型DR（デジタルラ
ジオグラフィー）では国内でトップシェアを獲
得しています。

大型液晶テレビ用途で
トップシェア

カセッテ型DRで
国内トップシェア

液晶偏光板用TACフィルム

海海海海外外外外外外ででトト
（A3カ3カラーー複

A3カラー

大大大型型型液液液晶
トトッッップププシ

カカカセセッッッテテ
国国国内内ト

成長領域であるプロダクションプリント分野に
おけるカラー機の販売台数は、世界シェアで
No.1を獲得しています。

成長領域

オフィス分野

グローバルでトップシェア
（カラーデジタル印刷システム）

プロダクションプリント分野

視野角拡大用 VA-TACフィルム カセッテ型デジタルX線撮影装置
「AeroDR（エアロディーアール）」

「bizhub PRESS C8000」

「AeroDR」

「bizhub（ビズバブ） C554 e」シリーズ
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　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2014年3月期第1四半期
連結累計期間（2013年4月～6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
の収益力が回復軌道に乗り、グループ業績
を牽引して増収増益の決算となりました。

　当期間における当社グループの売上高は

2,185億円、営業利益は78億円、四半期純利益
は97億円となりました。欧州経済の先行き不透
明感が残るなど、事業環境は依然として厳しい状
況が続いていますが、売上については主力製品
の販売の拡大と昨年実施したM&Aの効果が寄

与、利益面では情報機器事業のコストダウン
計画が順調に進捗したことにより、前年同期比で
増収増益を確保することができました。第1四半

期としては、順調なスタートを切れたものと認識
しています。 
　事業別に概観しますと、情報機器事業では、オ
フィス分野におけるカラー複合機（MFP）の販売
が好調を維持し、前年同期から大きく販売台数を
伸ばしました。また、欧米では過去数年間に買収
した ITサービスプロバイダーとの連携により、
複合機とITサービス、コンサルティングサービス
を組み合わせた販売での成約案件が増えていま

す。このようにビジネスモデルの転換を果たしつ
つ、MFP販売拡大の実績を着実に上げています。

株主の皆様へ
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売上高

営業利益

当期純利益

プロダクションプリント分野では、企業の大量印
刷ニーズの取り込みを狙って昨年実施したM&A

が寄与するとともに、カラーデジタル印刷機の販
売台数は引き続き増加し、プリントボリュームの
成長も持続しています。産業用材料・機器事業で
は、ノートPCの市況悪化やテレビ用の使用部材

の多様化に伴い、液晶偏光板用TACフィルムお

よび視野角拡大用VA-TACフィルムの販売数量

は低調に推移しました。HDD用ガラス基板も依

然厳しい状況が続いています。一方、計測機器分
野は昨年実施したM&Aが寄与し、売上を拡大し
ました。
　ヘルスケア事業では、デジタルX線画像診断

システムの販売が好調に推移し、順調に事業を拡
大しています。また、海外での事業拡大に向けた
パートナー企業との戦略的な提携も成果を上げ

ています。
　当社は本年4月に、純粋持株会社から事業会
社に移行するグループ経営体制の再編を行い、
社名を「コニカミノルタ株式会社」に改めました。
当期は、主力である情報機器事業を中心に業容
転換を進めながら、着実な増収増益を目指して
まいります。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。

2013年9月
コニカミノルタ株式会社

代表執行役社長　

（億円）

2011年度 2013年度
第1四半期累計 通期 第1四半期累計 通期（予想）

2012年度
第1四半期累計 通期

9,000

1,862 1,893 2,185

7,678
8,130

前年同期比 15.4%増

2011年度 2013年度
第1四半期累計 通期 第1四半期累計 通期（予想）

2012年度
第1四半期累計 通期

（億円） 550

32
63 78

403 406

前年同期比 23.3%増

2011年度 2013年度
第1四半期累計 通期 第1四半期累計 通期（予想）

2012年度
第1四半期累計 通期

（億円）
260

△1 1

97

204

151

前年同期から 大幅増
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事業別概況

情報機器事業情情情報機機器事事業

産業用材料・機器事業

情報機器事業

ヘルスケア事業

（億円）
売上高

2011年度 2012年度 2013年度

（億円）
営業利益

1,675
1,303

5,816

1,340

5,475

6,650

96
30

316

36

394

550

第1四半期
累計

通期 第1四半期
累計

通期 第1四半期
累計

通期
（予想）

2011年度 2012年度 2013年度
第1四半期

累計
通期 第1四半期

累計
通期 第1四半期

累計
通期
（予想）

前年同期比 28.6%増 前年同期比 217.9%増

（億円）
売上高

（億円）
営業利益

42
81

236

34

140

190

310405

1,467

311

1,243
1,390

2011年度 2012年度 2013年度
第1四半期

累計
通期 第1四半期

累計
通期 第1四半期

累計
通期

（予想）

2011年度 2012年度 2013年度
第1四半期

累計
通期 第1四半期

累計
通期 第1四半期

累計
通期
（予想）

前年同期比 23.6%減 前年同期比 47.7%減

（億円）
売上高

（億円）
営業利益

0△1

33

△5 0.9

60

162158

727

155

730
780

2011年度 2012年度 2013年度
第1四半期

累計
通期 第1四半期

累計
通期 第1四半期

累計
通期

（予想）

2011年度 2012年度 2013年度
第1四半期

累計
通期 第1四半期

累計
通期 第1四半期

累計
通期
（予想）

前年同期比 2.9%増 黒字転換



な姿勢が続く市場環境の中、モノクロ機は前年同期から若干販売台数
が減少しましたが、カラー機は販売台数を伸ばしました。また、印刷需
要には回復の兆しもあり、ノンハード売上は前年同期比で伸長しまし
た。日本では、昨年買収したキンコーズ・ジャパン株式会社（本社：東
京）を通して企業内印刷の受注を着実に増やすとともに、同社の持つ
大企業や外資系企業などの顧客基盤をグループとして共有し、オフィ
ス分野の商品・サービスを提供できるようになりました。欧州でも昨年
買収したCharterhouse PM Limited（本社：イギリス）においては、同
社が展開する印刷物コスト最適化コンサルティングサービスに加え
て、マーケティング活動支援（マーケティングマネジメントサービス）に
も踏み込んでいるなど、ワールドワイドで業容の転換を進めています。
　これらの結果、当事業の外部顧客に対する売上高は、1,675億円（前年
同期比28.6%増）、営業利益は、96億円（同217.9%増）となりました。

　オフィス分野では、カラー機においてA3MFP新製品が牽引し、日米
欧の主要地域で大きく販売台数を伸ばしましたが、モノクロ機の販売
減により、A3MFP全体の販売台数は前年同期並みに留まりました。商
品構成ではカラ―の上位機種の販売が前年同期から大幅に増加した
ことにより、売上高増加に貢献しました。グローバル規模で体制強化、
サービス面での差別化を進めているOPS(Optimized Print Services)

では、当期間でも顧客数と売上を拡大しました。また欧米においては
買収したITサービスプロバイダーと既存販売会社との連携が進み、相
互の顧客に対するクロスセル、あるいは複合機でのドキュメントソ
リューションとITサービスを組み合わせた複合的な提案での成約案件
が増えています。こうしたノウハウの水平展開により、ビジネスモデル
の転換と高付加価値化を推進しています。
　プロダクションプリント分野では、商業印刷顧客の設備投資に慎重

期の販売数量には届かなかったものの、総じて計画通り推移しまし
た。
　計測機器分野では、昨年買収したInstrument Systems GmbH

（本社：ドイツ）の販売が好調に推移し、計画通り事業拡大に貢献しま
した。
　これらの結果、当事業の外部顧客に対する売上高は310億円（前年
同期比23.6%減）、営業利益は42億円（同47.7%減）となりました。

　ディスプレイ材料分野では、ノートPC市況の悪化およびTV用使用
部材の多様化の影響を受け液晶偏光板用TACフィルムおよび視野
角拡大用VA-TACフィルムともに受注が減少し、TACフィルム全体
の販売数量は前年同期を下回りました。
　光学分野では、タブレットPCなどの影響を受けたノートPCの市況
悪化に伴い、HDD用ガラス基板の受注が回復せず、厳しい状況が続
きました。光ディスク用ピックアップレンズ、一眼レフ交換レンズ、携
帯電話用カメラユニットなどレンズ関連製品は、好調であった前年同

し、事業規模の拡大を加速するため、グローバルな事業展開を行って
いる企業との戦略的提携を進め、６月にはＧＥヘルスケアと日本を除
くグローバル市場での「AeroDR」の販売契約を締結しました。
　これらの結果、当事業の外部顧客に対する売上高は162億円（前年
同期比2.9%増）となりました。営業損益は前年同期の赤字から
６千５百万円の黒字に転じました。

　当事業では、カセッテ型デジタルＸ線撮影装置「AeroDR（エアロ
ディーアール）」や卓上型CR（コンピューテッドラジオグラフィー）装置
「REGIUS Σ（レジウス シグマ）」など、全世界で市場の拡大が続くデジ
タルＸ線画像診断システムの拡販に注力した結果、北米では大型商談
が成約するなど顕著な成果を上げ、デジタル製品の販売数量は前年
同期を大きく上回りました。またデジタル製品の販売チャネルを拡大
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トピックス

モバイル端末と
クラウドソリューション連携強化により
新しいワークスタイルを実現する
「bizhub C554e」シリーズ発売開始

インクジェットテキスタイルプリンター
「Nassenger PRO120」を
「SHANGHAITEX 2013」に出展・初公開

事業関連

　A3カラー複合機（MFP）の新商品として5機種

「bizhub C554e/C454e/C364e/C284e/C224e」
を発売しました。
　同シリーズは、「Google AppsTM」「Microsoft® 

SharePoint®」「Evernote®」の3つのクラウドサー

ビスと連携し、複合機からクラウドに保存した情報
やドキュメントを活用できるなど、スマートフォンや
タブレット端末の利用増加に伴い多様化するワー

クスタイルを、強力にサポートする先進的なモデ
ルです。また、紙文書をスキャンすることで編集

可能なOfficeファイ

ルに変換でき、情報
管理にも貢献します。
　今後もオフィス

ワークの課題解決に

貢献する付加価値

サービスの提供を通

して、新しい働き方を
提案していきます。

　インクジェットテキスタイルプリンター

「Nassenger PRO（ナッセンジャープロ）120」を、
中国・上海で開催された繊維機械の見本市
「SHANGHAITEX 2013」（6月10日～13日）に出
展・初公開しました。
　「Nassenger PRO120」は、普及機の2倍のプリ

ント速度を有し、サンプルから小ロット生産まで対
応する高性能インクジェットテキスタイルプリン

ターです。デジタル捺染へのニーズが高まりつつ
ある中国をはじめとしたアジア各国での展開を

視野に入れて、シリーズを強化しました。

７

先進の静電タッチパネルの
操作性を強化した「bizhub 
C554e」シリーズ

インクジェットテキスタイルプリンター
「Nassenger PRO120」



想いを育む「コニカミノルタ課外授業」（社会貢献活動）
～被災地の小学生が2014 FIFA ワールドカップ ブラジル
アジア最終予選を観戦、天文教室にも参加～

八王子市こども科学館の愛称
「コニカミノルタ サイエンスドーム」に決定

CSR関連

　東日本大震災の被災地から福島県郡山市立

金透（きんとう）小学校の児童34名と引率の先

生を招待し、修学旅行の中の体験イベントとして
参加いただきました。
　これは、コニカミノルタが社会貢献活動の一
環として行うもので、6月4日にサッカーワールド

カップ ブラジル大会 アジア最終予選 日本対

オーストラリア戦の熱気あふれる試合をスタン

ドから間近に観戦したほか、一部の子どもは試
合前のバックステージツアーも体験しました。
　翌6月5日には、コニカミノルタプラネタリウ
ム“天空”in東京スカイツリータウン®で「天文教
室」を開催しました。
 今後も、社会の要請に応え、人々の想いを育む
社会貢献活動を展開していきます。

　このたび「八王子市こども科学館」（東京都八
王子市）のネーミングライツ（命名権）を取得し、
　その愛称が「コニカミノルタ サイエンスドー

ム」に決定しました。
　コニカミノルタは、「八王子市こども科学館」
開設当初より、プラネタリウム機器を納入してき
ました。また、1963年に八王子市に技術開発の

中核拠点を開設以来、地域交流を目的とした活
動を継続的に展開しており、今回のネーミング
ライツ・スポンサー契約も、より地域に密着した
社会貢献活動の一環として応募したものです。
　コニカミノルタは、これからも世の中に支持さ
れ、必要とされる企業を目指します。

2014年（平成26年）3月期 第1四半期 株主通信 8

スタンドでの観戦の様子

プラネタリウム投影機と館内の様子

※ コニカミノルタはAFC（ASIA FOOTBALL CONFEDERATION：
アジアサッカー連盟）のオフィシャルスポンサーとして、アジアの
サッカーを応援しています。


