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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。

第118期上半期（2018年1月1日から2018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、全体として緩やかな回復基
調が続きました。為替相場は、前年同期に比べ、米国ドル
は円高、ユーロは円安で推移しました。

このような中、オフィス向け複合機やレーザープリンターな
どのオフィスビジネスユニットは、前年同期並みの売上とな
り、デジタルカメラやインクジェットプリンターなどのイメー
ジングシステムビジネスユニットは、減収となりました。ま
た、CT装置などのメディカルシステムビジネスユニットは、
特に需要が高水準であった前年との比較で、減収となりま
したが、露光装置やネットワークカメラなどの産業機器その
他ビジネスユニットは、順調に売上を伸ばし、大幅な増収と
なりました。

これらの結果、当上半期の連結売上高は前年同期比0.1％
の増収となり、当社株主に帰属する連結当期純利益は収
益力向上の成果により、前年同期比8.5％の増益となりま
した。

中間配当金につきましては、安定的な株主還元の観点から、
前期の年間配当金（記念配当を含む。）の2分の1に当たる1
株につき80円とさせていただき、お支払い開始日を8月27日
といたします。

当社グループを取り巻く今後の経営環境は予断を許さない
ものの、引き続き全社一丸となって更なる業績向上に取り
組んでまいります。

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。

2018年8月

代表取締役会長 CEO



0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

期 期115115115 114114114 116 116 116期117 118

19,671

117 117118 118

1,348
1,959

売上高（億円） 税引前当期純利益（億円） 当社株主に帰属する当期純利益（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、デジタル連帳プ
リンター、デジタルカットシートプリンター、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9,354億円
前年同期比0.8%増

47.6％

合計
売上高1兆9,671億円
前年同期比0.1%増

オフィス
ビジネスユニット

売上高3,888億円
前年同期比16.1%増

19.8％

産業機器その他
ビジネスユニット

売上高2,118億円
前年同期比3.9%減

10.8％

メディカルシステム
ビジネスユニット

売上高4,823億円
前年同期比8.1%減

24.5％

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、世界経済が緩やかな回復を続ける中、各事業において市場のニーズを捉えた新製品の販売に注力し、連結売上

高は前年同期比0.1％の増収となりました。

● 新製品を中心とした高付加価値製品の拡販と、継続的なコストダウン活動に努め、収益力の向上に取り組みました。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で8.5％の増益となりました。

注.   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。



オフィスビジネスユニット

イメージングシステムビジネスユニット

A4モノクロレーザー複合機
Satera MF521dw
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オフィス向け複合機の販売台数は、モノクロ機の減少をカラー機で補い、全体では前年同期と比べ微増となりました。オセ

のデジタルカットシートプリンターなど、商業印刷向け製品の売上は前年並みとなり、また、ドキュメントソリューションは

順調に売上を伸ばしました。レーザー複合機およびレーザープリンターは、消耗品が軟調でしたが、本体の販売は堅調に推

移しました。上記の結果、当ビジネスユニットの連結売上高は、前年同期比0.8％増となりました。

レンズ交換式デジタルカメラは、販売台数は減少しましたが、フルサイズセンサー搭載モデルが堅調に推移したことに加え、

新製品「EOS Kiss M」などミラーレスカメラの拡販に努めた結果、高い市場シェアを維持しました。インクジェットプリンター

は、大容量インクタンクモデルが東南アジアを中心に販売台数を伸ばしましたが、全体では前年同期を下回りました。上記の

結果、当ビジネスユニットの連結売上高は、前年同期比8.1％減となりました。

オフィス向けカラー複合機
imageRUNNER ADVANCE C5560F II

ミラーレスカメラ
EOS Kiss M

特大容量タンクを搭載した
インクジェットプリンター G3310



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
半導体露光装置は、メモリー向け設備投資が好調に推移したため、販売台数は大きく伸長しました。ネットワークカメラは、

防犯にとどまらず、多様な用途への展開が進み、販売が好調に推移しました。キヤノントッキの有機ELディスプレイ製造装

置は、新規顧客の開拓が奏功し、前年に続き、売上は好調に推移しました。上記の結果、当ビジネスユニットの連結売上高

は、前年同期比16.1％増となりました。

半導体露光装置
FPA-6300ES6a

プライバシーに配慮し、ネットワークカメラ映像内の
人物をシルエット表示するソフトウエア

キヤノンメディカルシステムズが販売するCT装置は国内トップシェアを堅持し、超音波診断装置は新製品の販売が欧州を

中心に好調に推移しました。しかし、国内で診療報酬改定に伴う医療機関の設備投資の先送りがあったことなどから、第1

四半期の需要が、高水準であった前年ほどには伸びず、第2四半期は回復したものの、当上半期の当ビジネスユニットの連

結売上高は、前年同期比3.9％減となりました。
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X線CT装置
Aquilion ONE / GENESIS Edition

超音波診断装置
Aplio a-series
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〒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 global.canon

（トップページの「投資家情報」より、決算・財務データや
  IRライブラリなどがご覧いただけます。）

より安全かつ迅速に配当金をお受取りいただける、口座振込のご利用をおすすめいたします。口座振込制度には次の３つの方式が
あり、いずれかをお選びいただけます。

配当金の口座振込制度のご案内

＊   株式のご売却にあたっては、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。

配当金を配当金領収証との引換えでお受取りの株主様へ

株式事務手続き

表紙の風景

韓国岳から望む大浪池
（宮崎県えびの市／鹿児島県霧島市）
撮影機種： EOS 5D Mark III  

EF16-35mm F4L IS USM

株式数比例配分方式 登録配当金受領口座方式 個別銘柄指定方式
証券会社の口座ごとに、保有株式数に応じた

配当金を受取ることができます。
保有するすべての銘柄の配当金を、

指定した１つの金融機関の口座（ゆうちょ銀行
口座を除く）で受取ることができます。

銘柄ごとに配当金の振込口座を
指定することができます。

お問い合わせ内容 証券会社にて株式を
お持ちの場合

証券会社にて株式を
お持ちでない場合*

住所変更
証券口座を開設された
証券会社にお問い合わせ
ください。

みずほ信託銀行に 
お問い合わせください。

単元未満株式の
買増・買取請求

配当金受取方法の変更

未受領の配当金の
受取方法

みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
0120-288-324（フリーダイヤル）
受付時間：平日9時～17時

お手続きは　  証券会社にて株式をお持ちの場合 …………… 証券口座を開設された証券会社へ 
証券会社にて株式をお持ちでない場合 ……… みずほ信託銀行へ　　　　　　　　お問い合わせください。

キヤノンの配当金キヤノンの配当金

Ｙ銀行の口座Ｘ銀行の口座Ｘ証券の口座
（100株保有）

Ａ社の配当金

Ｚ銀行の口座Ｙ証券の口座
（200株保有）

キヤノンの配当金 Ｂ社の配当金

100株分　 　200株分

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


