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１. 経営成績及び財政状態 

（１）当四半期の概況 

2015年第１四半期の世界経済を見ますと、米国の経済は、個人消費や雇用環境が堅調に推移し、

順調な回復を続けました。欧州の経済は、英国やドイツで回復傾向がみられるものの、ロシアや

南欧諸国では厳しい状況が続きました。中国の経済の拡大テンポは緩やかなものとなり、その他

新興国についても、現地通貨の下落などから経済成長が減速しました。わが国の経済は、企業部

門に改善がみられ、個人消費も底堅く推移しました。世界経済全体では、総じて緩やかな回復基

調が続きました。 

このような状況の中、当社関連市場においては、オフィス向け複合機やレーザープリンターの

需要は堅調に推移し、半導体露光装置の需要も顧客の設備投資が継続しており、好調に推移しま

した。カメラの需要については、レンズ交換式デジタルカメラ・コンパクトデジタルカメラとも、

前年を下回る状況が続きました。また、インクジェットプリンターの需要は、新興国の市況低迷

が続き、前年をやや下回る水準で推移しました。 

当四半期の平均為替レートにつきましては、米ドルは前年同期比で約 17 円円安の 119.25 円、

ユーロが前年同期比で約７円円高の 133.89円となりました。 

当四半期は、オフィス向け複合機やレーザープリンターが昨年に引き続き堅調に推移しました。

レンズ交換式デジタルカメラは、米国市場は堅調に推移したものの、その他の地域では昨年に引

き続き厳しい状況が続き、コンパクトデジタルカメラは全地域で販売台数が前年同期を下回りま

した。インクジェットプリンターもわが国や新興国を中心に売上が伸び悩みました。これらの結

果、為替による好転影響もありましたが、売上高は前年同期比 1.3％減の 8,574億円となりました。

売上総利益率は、値下げの抑制や継続的なコストダウン活動などにより、前年同期比 1.4 ポイン

ト好転し 51.1％となり、売上総利益は、減収ながらも 1.6％の増益となりました。営業費用は、

新規事業や新製品の開発費用が増加したことに加え、円安のため外貨建ての営業費用が円換算後

で増加した影響等もあり、前年同期比 6.7％増の 3,724 億円となり、営業利益は前年同期比 19.9％

減の 662億円となりました。営業外収益及び費用が為替差損益等により前年同期比で 15億円悪化

したため、税引前四半期純利益は前年同期比 22.6％減の 613 億円、当社株主に帰属する四半期純

利益は、３月に国会で可決された税制改正による法人税等の増加影響があり、前年同期比 28.7％

減の 339億円となりました。 

基本的１株当たり当社株主に帰属する四半期純利益は、前年同期に比べ 11円 04銭減尐し 31円

07銭となりました。 

 

 

キヤノン(株)(7751) 2015年12月期 第１四半期決算短信

- 2 -


































