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株主の皆様へ
株主の皆様には、平素格別のご高配を賜り、厚く御礼申し
上げます。

当社第117期上半期（2017年1月1日から2017年6月30日
まで）の概況につきましてご報告申し上げます。

当上半期における世界経済は、各地域の間にばらつきはあ
るものの、総じて緩やかな回復基調で推移しました。為替
相場については、対米国ドル、対ユーロとも、前年のような
急激な変動は見られませんでした。

このような中、オフィスビジネスユニットではレーザープリン
ターの販売が伸び、イメージングシステムビジネスユニット
ではレンズ交換式デジタルカメラの販売が底堅く推移しまし
た。産業機器その他ビジネスユニットでは、FPD露光装置
や有機ELディスプレイ製造装置、ネットワークカメラの販売
が好調で、大幅な増収となりました。また、新たに連結した
東芝メディカルシステムズを中心とするメディカルシステム
ビジネスユニットがグループの業績に大きく寄与しました。

これらの結果、当上半期の連結売上高は前年同期比18.6％
の増収、当社株主に帰属する連結当期純利益は前年同期比
52.6％の増益となりました。

中間配当金につきましては、前中間配当金と同額の1株につ
き75円とさせていただき、お支払い開始日を8月28日といた
します。

本年、当社は創立80周年を迎えました。新規事業の拡大とそ
れを支える現行事業の強化を更に推し進め、当期を節目の年
にふさわしい業績で締め括れるよう、努めてまいる所存です。

株主の皆様におかれましては、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。

2017年8月
代表取締役会長 CEO
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売上高（億円） 税引前純利益（億円） 当社株主に帰属する純利益（億円）
上半期 年間

売上高・損益の推移

部門別売上高の構成

オフィスビジネスユニット
オフィス向け複合機、レーザー複合機、レーザープリンター、デジタルプロダ
クションプリンティングシステム、業務用高速・連帳プリンター、ワイドフォー
マットプリンター、ドキュメントソリューション

イメージングシステムビジネスユニット
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、デジタルビデオカ
メラ、デジタルシネマカメラ、交換レンズ、コンパクトフォトプリンター、インク
ジェットプリンター、大判インクジェットプリンター、業務用フォトプリンター、
イメージスキャナー、マルチメディアプロジェクター、放送機器、電卓

メディカルシステムビジネスユニット
デジタルラジオグラフィ、X線診断装置、CT装置、MRI装置、超音波診断装置、
検体検査装置、眼科機器

産業機器その他ビジネスユニット
半導体露光装置、FPD露光装置、真空薄膜形成装置、有機ELディスプレイ
製造装置、ダイボンダー、マイクロモーター、ネットワークカメラ、ハンディ
ターミナル、ドキュメントスキャナー

売上高9,284億円
前年同期比1.9%増

47.2％

合計
売上高1兆9,652億円
前年同期比18.6%増

オフィス
ビジネスユニット

売上高3,349億円
前年同期比24.9%増

17.0％

産業機器その他
ビジネスユニット

売上高2,204億円
11.2％

メディカルシステム
ビジネスユニット

売上高5,247億円
前年同期比0.5%増

26.7％

イメージングシステム
ビジネスユニット

連結決算のポイント
● 当上半期は、世界経済の緩やかな回復が続く中、全事業で新製品の拡販に努めました。その結果、産業機器で大きく販売を

伸ばしたほか、東芝メディカルシステムズの新規連結影響などもあり、連結売上高は前年同期比18.6%の増収となりました。

● 高付加価値製品へのシフトのほか、グループを挙げてのコストダウン、経費削減活動の継続により、収益性の改善に取り組
みました。その結果、当社株主に帰属する連結当期純利益は前年同期比52.6%の増益となりました。

注1.   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、この程、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することといたしました。

　2.   各ビジネスユニットの連結売上高には、ユニット間取引にかかる売上が含まれているため、
総計100%となっておりません。
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オフィス向け複合機は、モノクロ機からカラー機への需要のシフトを捉え、前年同期を上回る販売台数となりました。プロ

ダクション向けの複合機の販売は軟調でしたが、オセが手掛ける業務用高速・連帳プリンターの売上は、前年同期の実績

を上回りました。レーザー複合機およびレーザープリンターは、中国をはじめとするアジア地域での需要が回復し、販売台

数が伸びました。これらの結果、当ビジネスユニットの連結売上高は、前年同期比1.9％増となりました。

レンズ交換式デジタルカメラは、ハイアマチュアモデル、エントリーモデルのそれぞれで高い市場シェアを堅持したほか、ミ

ラーレスカメラの販売が伸長し、前年同期並みの販売台数を維持しました。一方、コンパクトデジタルカメラの販売台数は、前

年同期を下回りました。インクジェットプリンターは、新小型エンジン搭載のコンパクトモデルの発売効果などにより、前年同

期並みの販売台数を維持しました。これらの結果、当ビジネスユニットの連結売上高は、前年同期比0.5％増となりました。

imageRUNNER ADVANCE C3530F

EOS 5D Mark IV PIXUS TS9030



メディカルシステムビジネスユニット

産業機器その他ビジネスユニット
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半導体露光装置は、前年同期並みの販売台数となりましたが、FPD露光装置の販売は、パネルメーカーの積極的な設備投

資により大きく伸長しました。また、市場の拡大が続くネットワークカメラの販売も好調に推移しました。加えて、キヤノン

トッキの有機ELディスプレイ製造装置は、スマートフォン向け有機ELパネルの需要拡大を背景とした顧客の設備投資が活

況で、大幅な売上増となりました。これらの結果、当ビジネスユニットの連結売上高は、前年同期比24.9％増となりました。

FPD露光装置 商業施設で活用されるネットワークカメラ

昨年12月にグループ会社となった東芝メディカルシステムズが手掛けるCT装置は、国内シェア1位を堅持しています。当

期は、従来装置に比べ空間分解能を大幅に向上させ、これまで検出不可能だった細かな生体情報を得ることができる世界

で唯一の高精細CTの国内販売を開始しました。その他、超音波診断装置やMRI装置などの医療用画像診断機器や検査機

器、医療情報システムなどでの競争力を更に高め、事業の規模の拡大を図ってまいります。

高精細CT装置 超音波診断装置0
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当社カレンダーの進呈について
1単元（100株）以上の当社株式を3年以上ご所有いただいている
株主様＊に、長期保有のお礼として、当社制作のカレンダーを進呈
させていただきます。（発送は12月上旬予定）
＊   本年6月末日の株主名簿において100株以上のご所有の記録がある株主様で、それ

以前の3年間、6月末日および12月末日の株主名簿に同一の株主番号にて100株以
上ご所有の記録がある方

〒146-8501 東京都大田区下丸子三丁目30番2号
電話（03）3758-2111（代表）
ホームページ canon.jp
Canon Global global.canon/en

お受取り方法の詳細は、配当金領収証の裏面をご覧ください。
より安全かつ迅速なお受取り方法として、次の❶から❸までの
いずれかをおすすめいたします。詳細は、証券口座を開設され
た証券会社等にお問い合わせください。

株主様が証券会社の口座で管理する当社株式を含む
全銘柄の配当金を、当該証券会社の口座へご入金する
方法 （株式数比例配分方式）

❶

❷ 株主様が保有する当社株式を含む全銘柄の配当金を、
同一の銀行預金口座（ゆうちょ銀行口座を除く）へお振込
する方法 （登録配当金受領口座方式）

❸ 当社株式の配当金を、銀行等の金融機関口座（ゆうちょ
銀行口座を含む）へお振込する方法
 （個別銘柄指定方式）

配当金を配当金領収証でお受取りの株主様へ

ホームページ みずほ信託銀行「株式に関するお手続き」
https://www.mizuho-tb.co.jp/daikou/index.html

電 話 0120-288-324（フリーダイヤル）
受付時間：平日9時～17時

郵便物送付先 〒168-8507　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部

株式事務手続き
⒈ 当社株式に関する以下の事務手続きにつきましては、証券口座

を開設された証券会社等にお問い合わせください。

⒉ 特別口座＊にて株式を管理されている場合の上記事務手続きおよ
び未払配当金の支払い、支払明細等の発行に関する手続きにつき
ましては、みずほ信託銀行にてお取扱いいたしますので、以下へ
ご照会ください。

＊   特別口座とは、証券会社等の口座にて管理されていない株式の管理口座です。特
別口座にて管理されている株式のご売却には、証券会社等の口座へ振替手続きを
行う必要があります。お手続きの詳細はみずほ信託銀行へお問い合わせください。

など

住所変更

配当金
振込指定

氏名変更

単元未満株式の
買増・買取

相続

株式異動状況等
証明発行

株主インフォメーション

事業年度 毎年1月1日から12月31日まで

定時株主総会 毎年3月

上記基準日 毎年12月31日

中間配当基準日 毎年6月30日

単元株式数 100株

証券コード 7751

上場証券取引所 東京・名古屋・福岡・札幌・ニューヨーク

株主名簿管理人
特別口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

事務取扱場所 みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

公告方法

電子公告（http://canon.jp/)
ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない
場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

IRサイト
http://web.canon.jp/ir/
キヤノンの経営方針や決算・財務データ、IR
ライブラリなどがご覧いただけます。

表紙の風景

富良野の花畑
（北海道空知郡中富良野町、ファーム富田）
撮影機種： EOS-1Ds Mark II  

EF24-105mm F4L IS USM


