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【注意事項】
本資料で記述されている業績予想並びに将来予測は、現時点で⼊⼿可能な情報
に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。
そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来⾒通しとは⼤
きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。



1. ビジネスユニット別売上⾼/営業利益(2017年度実績/2018年度予想) (単位 百万円)

2018年度
4Ｑ 年間 4Ｑ 年間 年間 4Q 年間 年間
実績 実績 実績 実績 予想 実績 実績 予想

オフィス
外部顧客に対する売上⾼ 484,656 1,804,862 492,594 1,863,688 1,937,700 +1.6% +3.3% +4.0%
セグメント間の内部売上⾼ 1,194 2,957 605 2,240 1,300 -49.3% -24.2% -42.0%
　売上⾼　計 485,850 1,807,819 493,199 1,865,928 1,939,000 +1.5% +3.2% +3.9%
　営業利益 48,625 169,486 27,290 180,648 235,500 -43.9% +6.6% +30.4%
　営業利益率 10.0% 9.4% 5.5% 9.7% 12.1%

イメージングシステム
外部顧客に対する売上⾼ 324,455 1,094,291 340,738 1,135,584 1,152,000 +5.0% +3.8% +1.4%
セグメント間の内部売上⾼ 287 998 182 604 1,000 -36.6% -39.5% +65.6%
　売上⾼　計 324,742 1,095,289 340,920 1,136,188 1,153,000 +5.0% +3.7% +1.5%
　営業利益 51,702 144,413 59,021 175,913 193,000 +14.2% +21.8% +9.7%
　営業利益率 15.9% 13.2% 17.3% 15.5% 16.7%

メディカルシステム
外部顧客に対する売上⾼ - - 103,508 434,985 469,600 - - +8.0%
セグメント間の内部売上⾼ - - 174 1,202 400 - - -66.7%
　売上⾼　計 - - 103,682 436,187 470,000 - - +7.8%
　営業利益 - - 4,940 22,505 27,000 - - +20.0%
　営業利益率 4.8% 5.2% 5.7%

産業機器その他
外部顧客に対する売上⾼ 156,062 502,334 183,451 645,758 740,700 +17.6% +28.6% +14.7%
セグメント間の内部売上⾼ 19,572 82,326 21,833 85,946 98,300 +11.6% +4.4% +14.4%
　売上⾼　計 175,634 584,660 205,284 731,704 839,000 +16.9% +25.2% +14.7%
　営業利益 3,162 7,448 16,101 56,788 69,400 +409.2% +662.5% +22.2%
　営業利益率 1.8% 1.3% 7.8% 7.8% 8.3%

消去又は全社
外部顧客に対する売上⾼ - - - - - -  -  -  
セグメント間の内部売上⾼ -21,053 -86,281 -22,794 -89,992 -101,000 -  -  -  
　売上⾼　計 -21,053 -86,281 -22,794 -89,992 -101,000 -  -  -  
　営業利益 -23,321 -92,481 -28,316 -104,375 -104,900 -  -  -  

対前年同期増減率
2017年度2016年度 2017年度 2018年度

- 1 -

連     結
外部顧客に対する売上⾼ 965,173 3,401,487 1,120,291 4,080,015 4,300,000 +16.1% +19.9% +5.4%
セグメント間の内部売上⾼ - - - - - -  -  -  
　売上⾼　計 965,173 3,401,487 1,120,291 4,080,015 4,300,000 +16.1% +19.9% +5.4%
　営業利益 80,168 228,866 79,036 331,479 420,000 -1.4% +44.8% +26.7%
　営業利益率 8.3% 6.7% 7.1% 8.1% 9.8%

2. 営業外収益及び費⽤(2017年度実績/2018年度予想) (単位 百万円)

2018年度
4Q 年間 4Q 年間 年間 4Q 年間 年間
実績 実績 実績 実績 予想 実績 実績 予想

⾦融収⽀ 959 3,701 1,242 5,194 1,000 +283 +1,493 -4,194
為替差損益 -12,620 -2 -3,416 -9,775 -2,000 +9,204 -9,773 +7,775
持分法投資損益 217 890 281 1,196 1,000 +64 +306 -196
その他 3,911 11,196 11,374 25,790 0 +7,463 +14,594 -25,790
　合計 -7,533 15,785 9,481 22,405 0 +17,014 +6,620 -22,405

*当社は、従来、産業機器その他ビジネスユニットに含めて開⽰していた⼀部のビジネスを、2017年第２四半期より独⽴したメディカルシステム
ビジネスユニットとして開⽰しております。なお、2016年度において、メディカルシステムビジネスユニットに組み替えられるべき経営成績に
重要性はないため、組み替えを⾏っておりません。

*2016年12⽉に取得したTMSCにかかる経営成績は、2017年度および2018年度において、メディカルシステムビジネスユニットに
含めており、TMSC買収に伴う取得価額配分により認識した無形固定資産の償却費等は「消去⼜は全社」に含めております。

対前年同期増減
2017年度2016年度 2017年度 2018年度
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3. 地域別･ビジネスユニット別売上⾼(2017年度実績/2018年度予想) (単位 百万円)

2018年度
4Q 年間 4Q 年間 年間 4Q 年間 年間
実績 実績 実績 実績 予想 実績 実績 予想

国内
オフィス 99,303 378,834 103,599 381,475 - +4.3% +0.7% - 
イメージングシステム 63,174 179,304 60,338 174,944 - -4.5% -2.4% - 
メディカルシステム - - 39,664 190,276 - - - - 
産業機器その他 42,619 148,841 39,091 138,133 - -8.3% -7.2% - 
　合計 205,096 706,979 242,692 884,828 947,200 +18.3% +25.2% +7.0%

海外
オフィス 385,353 1,426,028 388,995 1,482,213 - +0.9% +3.9% - 
イメージングシステム 261,281 914,987 280,400 960,640 - +7.3% +5.0% - 
メディカルシステム - - 63,844 244,709 - - - - 
産業機器その他 113,443 353,493 144,360 507,625 - +27.3% +43.6% - 
　合計 760,077 2,694,508 877,599 3,195,187 3,352,800 +15.5% +18.6% +4.9%
米州
オフィス 153,027 582,297 156,649 602,376 - +2.4% +3.4% - 
イメージングシステム 91,064 297,403 97,310 316,756 - +6.9% +6.5% - 
メディカルシステム - - 26,226 102,131 - - - - 
産業機器その他 23,376 83,844 23,092 86,252 - -1.2% +2.9% - 
　合計 267,467 963,544 303,277 1,107,515 1,147,300 +13.4% +14.9% +3.6%
欧州
オフィス 158,562 556,353 154,877 580,825 - -2.3% +4.4% - 
イメージングシステム 83,926 293,894 91,598 301,906 - +9.1% +2.7% - 
メディカルシステム - - 22,623 80,035 - - - - 
産業機器その他 19,836 63,276 20,006 65,649 - +0.9% +3.8% - 
　合計 262,324 913,523 289,104 1,028,415 1,101,700 +10.2% +12.6% +7.1%
アジア・オセアニア
オフィス 73,764 287,378 77,469 299,012 - +5.0% +4.0% - 
イメージングシステム 86,291 323,690 91,492 341,978 - +6.0% +5.6% - 
メディカルシステム - - 14,995 62,543 - - - - 
産業機器その他 70,231 206,373 101,262 355,724 - +44.2% +72.4% - 
　合計 230,286 817,441 285,218 1,059,257 1,103,800 +23.9% +29.6% +4.2%

セグメント間の内部売上
オフィス 1,194 2,957 605 2,240 - -49.3% -24.2% - 
イメージングシステム 287 998 182 604 - -36.6% -39.5% - 
メディカルシステム - - 174 1,202 - - - - 
産業機器その他 19,572 82,326 21,833 85,946 - +11.6% +4.4% - 
消去 -21,053 -86,281 -22,794 -89,992 - - - - 
　合計 0 0 0 0 0 - - - 

合計
オフィス 485,850 1,807,819 493,199 1,865,928 - +1.5% +3.2% - 
イメージングシステム 324,742 1,095,289 340,920 1,136,188 - +5.0% +3.7% - 
メディカルシステム - - 103,682 436,187 - - - - 
産業機器その他 175,634 584,660 205,284 731,704 - +16.9% +25.2% - 
消去 -21,053 -86,281 -22,794 -89,992 - - - - 
　合計 965,173 3,401,487 1,120,291 4,080,015 4,300,000 +16.1% +19.9% +5.4%

4. キャッシュ･フロー計算書(2017年度実績/2018年度予想) (単位 百万円)

2018年度
4Ｑ 年間 4Ｑ 年間 年間 4Ｑ 年間 年間
実績 実績 実績 実績 予想 実績 実績 予想

 営業活動によるキャッシュ･フロー 156,920 500,283 176,051 590,557 550,000 +19,131 +90,274 -40,557
 投資活動によるキャッシュ･フロー -12,216 -837,125 -32,858 -165,010 -330,000 -20,642 +672,115 -164,990
 フリーキャッシュ･フロー 144,704 -336,842 143,193 425,547 220,000 -1,511 +762,389 -205,547
 財務活動によるキャッシュ･フロー -80,647 355,692 -70,621 -340,464 -321,800 +10,026 -696,156 +18,664
 為替変動の現⾦及び現⾦同等物への影響額 31,656 -22,270 2,401 6,538 -10,000 -29,255 +28,808 -16,538
 現⾦及び現⾦同等物の純増減額 95,713 -3,420 74,973 91,621 -111,800 -20,740 +95,041 -203,421
 現⾦及び現⾦同等物の期末残⾼ 630,193 630,193 721,814 721,814 610,000 +91,621 +91,621 -111,814

*当社は、従来、産業機器その他ビジネスユニットに含めて開⽰していた⼀部のビジネスを、2017年第２四半期より独⽴したメディカルシステム
ビジネスユニットとして開⽰しております。なお、2016年度において、メディカルシステムビジネスユニットに組み替えられるべき経営成績に
重要性はないため、組み替えを⾏っておりません。

2016年度 2017年度 2018年度 2017年度
対前年同期増減率

2016年度 2017年度 2018年度 対前年同期増減
2017年度
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5. 為替影響
(１)為替レート (単位 円)

4Ｑ 年間 4Ｑ 年間 年間
実績 実績 実績 実績 予想

円/US$ 109.48 108.58 112.96 112.13 110.00
円/Euro 118.10 120.25 132.98 126.69 130.00

(２)売上影響額(前年同期⽐較) (単位 億円)

4Ｑ 年間 年間
実績 実績 予想

US$ +86 +425 -219
Euro +271 +430 +198
その他通貨 +54 +107 -8
  合計 +411 +962 -29

(３)1円の変動による影響額
(単位 億円)

年間
予想

売上⾼への影響額
US$ 145
Euro 67

営業利益への影響額
US$ 53
Euro 33

6. 売上⾼現地通貨ベース伸び率 (前年同期⽐較)

2016年度 2017年度 2018年度

2017年度 2018年度

2018年度
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4Q 年間 年間
実績 実績 予想

オフィス
国内 +4.3% +0.7% -  
海外 -3.8% +0.4% -  
合計 -2.3% +0.4% +4.1%

イメージングシステム
国内 -4.5% -2.4% -  
海外 0.0% +1.0% -  
合計 -0.9% +0.4% +1.4%

メディカル
国内 -  -  -  
海外 -  -  -  
合計 -  -  +8.0%

産業機器その他
国内 -8.3% -7.2% -  
海外 +24.4% +41.3% -  
合計 +15.0% +23.8% +14.7%

合計
国内 +18.3% +25.2% -  
海外 +10.1% +15.0% -  

米州 +10.8% +11.8% -  
欧州 +0.4% +7.8% -  

アジア・オセアニア +20.3% +26.9% -  
合計 +11.8% +17.1% +5.5%

2017年度 2018年度
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7. 売上⾼　ハード/ノンハード伸び率

4Q
実績

年間
実績

4Q
実績

年間
実績

年間
予想

ハード -10% -11% +3% +2% +9%
ノンハード -8% -9% +8% +3% +1%
ハード -1% -3% -3% -2% +9%
ノンハード -1% -2% +2% +1% +1%

ハード +7% -14% -2% +6% 0%
ノンハード -18% -27% -3% +6% 0%
ハード +13% -6% -5% +3% +1%
ノンハード -17% -22% -4% +3% +1%

ハード -14% -9% +13% +11% +4%
ノンハード -10% -9% -1% -2% 0%
ハード -7% 0% +7% +8% +5%
ノンハード -3% -1% -6% -5% 0%

8. カラー⽐率（複合機/レーザープリンター）

4Q
実績

年間
実績

4Q
実績

年間
実績

年間
予想

複合機
売上⾼ 59% 57% 59% 58% 60%
台数 52% 49% 58% 55% 57%

レーザープリンター
売上⾼ 50% 51% 52% 52% 53%
台数 17% 17% 20% 18% 19%

9. 複合機売上伸び率（モノクロ/カラー別）

4Q
実績

年間
実績

4Q
実績

年間
実績

年間
予想

2018年度

2017年度 2018年度

2017年度

複合機

円貨

LC

レーザープリンター

2017年度

2016年度

2016年度

円貨

LC

IJP

円貨

LC

2018年度2016年度
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実績 実績 実績 実績 予想
モノクロ -12% -12% +4% -1% 0%
カラー -6% -8% +7% +5% +8%
モノクロ -5% -4% -1% -3% 0%
カラー +2% -1% +1% +2% +8%

10.　半導体露光装置台数内訳（光源別） (単位 台)

4Q
実績

年間
実績

4Q
実績

年間
実績

年間
予想

6 19 10 24 37
13 45 15 46 89
19 64 25 70 126

2017年度 2018年度

LC

2016年度

円貨

合計
i線
KrF
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11. 研究開発費/設備投資/減価償却費 (単位 百万円)

2016年度 2017年度 2018年度

年間実績 年間実績 年間予想

研究開発費
オフィス 94,440 91,763 - 
イメージングシステム 91,752 91,784 - 
メディカルシステム - 36,210 - 
産業機器その他 67,887 68,131 - 
消去⼜は全社 48,297 42,165 - 
   合計 302,376 330,053 335,000

売上⾼研究開発費⽐率 8.9% 8.1% 7.8%

設備投資
オフィス 67,675 44,172 - 
イメージングシステム 23,482 26,876 - 
メディカルシステム - 7,599 - 
産業機器その他 26,788 13,620 - 
消去⼜は全社 53,652 55,275 - 
  合計 171,597 147,542 200,000

減価償却費
オフィス 78,319 74,377 - 
イメージングシステム 47,386 41,695 - 
メディカルシステム - 5,212 - 
産業機器その他 41,053 37,705 - 
消去⼜は全社 83,338 102,892 - 
  合計 250,096 261,881 245,000

12. その他財務/非財務データ
2016年度 2017年度 2018年度

ROE（当社株主に帰属） 5.2% 8.6% 9.6%
ROA（当社株主に帰属） 3.1% 4.7% 5.4%
EPS（円） 137.95 222.88 259.32
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有利⼦負債依存度（12/31時点） 11.9% 10.2% -
従業員数（12/31時点）

国内 72,913 73,665 -
海外 124,760 124,111 -
   合計 197,673 197,776 -

国内⽣産⽐率 56% 62% -

*当社は、従来、産業機器その他ビジネスユニットに含めて開⽰していた⼀部のビジネスを、2017年第２四半期より独⽴したメディカルシステム
ビジネスユニットとして開⽰しております。なお、2016年度において、メディカルシステムビジネスユニットに組み替えられるべき経営成績に
重要性はないため、組み替えを⾏っておりません。
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