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To Our Shareholders
株主のみなさまへ

ITソリューションビジネスを主軸として、
お客さまへ高付加価値な提案を
加速させてまいります。

　株主のみなさまには、日頃より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。また、このたびの新型コロナウイルス
感染症に罹患されたみなさま、および関係のみなさまに心よりお見舞い申し上げます。
　当中間期における当社グループの業績は、引き続きITソリューション事業に注力したものの、縮小傾向となっていた 
デジタルカメラやビジネス機器の市場が、新型コロナウイルス感染症の影響により急激に縮小したため、売上高は大幅に
減少しました。一方、営業利益につきましては、在宅勤務や在宅学習が急拡大する中、インクジェットプリンターが大きく
伸びたことや、かねてより進めていた高収益な組織への転換に向けた取り組みと、コスト削減を全社的に徹底したことに 
より、微減にとどめました。
　今期後半も不透明なビジネス環境の中ではありますが、引き続きITソリューションビジネスを主軸として、お客さまへ 
高付加価値な提案を加速させていくと共に、コスト削減をさらに徹底してまいります。
　なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を大きく受ける経営環境を踏まえ、誠に遺憾ではありますが、中間
配当金を、1株あたり20円（前中間期比10円減額）とし、年間配当金予定を、1株あたり40円（前期比20円減額）とさせ
ていただきます。
　株主のみなさまにおかれましては、何卒ご理解をいただき、一層のご支援・ご指導を賜りますようお願い申し上げます。

2020年8月

代表取締役社長　坂田正弘



Financial Highlights
業績ハイライト

以下の文章における増減に関する記載は、前中間期との比較に基づいています。各セグ
メントの売上高を合計した数字は、セグメント別売上高における「その他」の金額が含まれ
ないため、円グラフ中央の売上高と異なります。
なお、構成比率は、各セグメント別売上高の単純合計額を基に算出しています。
※「その他」は、コールセンターおよびBPOサービス事業ならびにセグメント間取引消去

で構成されています。

（表示単位未満四捨五入）

売上高   171億円
営業利益   14億円
概 況 　ヘ ルスケアは堅 調に 

推移したものの、プロダクション
プリンティングおよび産業機器の
減少、ならびに、本年1月に連結
子会社であったキヤノンライフケア
ソリューションズ（株）の株式を
譲渡したことによる売上の減少
が影響し、減収となりました。

売上高   1,172億円
営業利益   52億円
概 況 　セキュリティプロダクト

が増加したものの、主要ビジネス
機 器 およびビジ ネスPC等 が 
減少したため、減収となりました。

売上高   503億円
営業利益   20億円
概 況 　インクジェットプリンター

およびインクカートリッジ は 
増加したものの、レンズ交換式
デジタルカメラ等の販売減に 
より、減収となりました。

売上高   864億円
営業利益   52億円
概 況 　オフィスMFP等の主要

ビジネス機器および大手企業
向けITソリューションが 減 少 
したため、減収となりました。

プロフェッショナル

エリア

コンスーマ

エンタープライズ

売上高   △84億円
営業利益   △6億円

　その他※

詳細な業績については、
当社IRサイトをご覧ください。

canon.jp/8060-ir

IRメールマガジンのご案内
IR情報をはじめ各種IRイベントや無料セミナー等の
様々な情報をお送りしています。
当社IRサイトよりご登録ください。
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　金融業界において、働き方改革による労働時間の短縮など、急速な変化に直面
している中、紙帳票の電子化や業務システムへの入力業務の効率化などが課題
となっています。当社グループは、独自の画像処理技術を盛り込んだ文字認識 
AI OCRソリューションを提供しています。本ソリューションは、クラウド型
のサービスで、AI OCRエンジンにより自動認識が難しい手書き文字を
すばやく高精度にデータ化するとともに、AI技術によるディープ 
ラーニングにより読み取り精度の継続的な向上を図ります。

To Our Shareholders
株主のみなさまへ

Pick Up News
ピックアップニュース

ITソリューションビジネスを主軸として、
お客さまへ高付加価値な提案を
加速させてまいります。

キヤノンマーケティングジャパングループは、幅広い 製品群、ITの技術力など、さまざまな強みを生かし、
お客さまとの共創により「くらし・しごと・社会」を支え、社会課題の解決に貢献していきます。

　新型コロナウイルス感染症予防対策 
としてテレワークなどの積極活用が進む
一方、オフィスにおいては、感染予防を 
踏まえたオフィス運営の対応が急務と
なっています。当社は、ネットワークカメラ
の映像を活用し、執務エリアや会議室など
オフィス環境に応じた混雑状況をリアル
タイムで把握する“オフィス密集アラート
ソリューション”を提供し、感染予防と、 
オフィスの生産性を両立する新時代の
オフィス環境構築を支援しています。

1 ネットワークカメラを活用しニューノーマル時代の
安心安全なオフィス運営を支援する 3 数理技術などを活用したITソリューションが、

食品ロス削減にも寄与

2 最新のOCRソリューションが、
データ化とデジタルイノベーションを加速

4 働き方改革に取り組む企業と
テレワーカーを支援

5 ネットワーク環境がなくても電源のみで
遠隔モニタリングを実現

　売れ残りや食べ残し、期限切れ食品など、“食品ロス”の大量発生は、大きな 
社会課題となっています。
　「FOREMAST」は当社グループの強みである高度な数理技術を活用した 
ソリューションで、出荷実績をもとに自動で需要を予測し、適切な在庫レベルを
維持するのに必要な無駄のない生産所要量を計算します。最新版では予測 
モデルにAIを活用するといった機能も追加され、食品ロス削減という課題解決に
これまで以上に貢献することを目指しています。

　事業継続対策や働き方改革のひとつ
として、テレワークを導入する企業が増えて

おり、当社グループはその導入を各方面
から支援しています。

「テレワークサポーター」は、パソコン
のWebカメラで常時顔認証を行い

テレワーカーの勤務時間を記録するとともに、画面の“覗き込み”等を検知し
重要な情報を守ります。

　「テレワーク相談窓口」は、中堅・中小企業のテレワーク導入のご相談
を受け付け、お客さまに最適なテレワークスタイルをご紹介しています。

　新型コロナウイルス感染症対策として、レジャー施設やイベント会場等で、リアルタイムに混雑状況
を把握し、3密（密閉、密集、密接）を回避したいというニーズが急速に高まっています。当社はネット
ワーク配線工事が不要で電源を入れるだけでリアルタイムモニタリングが可能となる、クラウド録画
サービス“VisualStage GO”を発売し、遠隔モニタリングの幅広い活用に貢献しています。
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　株主のみなさまには、日頃より温かいご支援を賜り、誠にありがとうございます。また、このたびの新型コロナウイルス
感染症に罹患されたみなさま、および関係のみなさまに心よりお見舞い申し上げます。
　当中間期における当社グループの業績は、引き続きITソリューション事業に注力したものの、縮小傾向となっていた 
デジタルカメラやビジネス機器の市場が、新型コロナウイルス感染症の影響により急激に縮小したため、売上高は大幅に
減少しました。一方、営業利益につきましては、在宅勤務や在宅学習が急拡大する中、インクジェットプリンターが大きく
伸びたことや、かねてより進めていた高収益な組織への転換に向けた取り組みと、コスト削減を全社的に徹底したことに 
より、微減にとどめました。
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ネットの脅威に関する最新情報を提供「マルウェア情報局」
　近年、子どものスマートフォン利用率が上がる中、インターネットを利用したトラブルや犯罪も年々増えています。
　当社グループでは、子どもたちに安全かつ快適なインターネット環境を提供するためにセキュリティソリューション
を用意するとともに、企業の情報セキュリティ担当者はもちろん、子どもたちを見守る保護者や学校に向けて、最新の
セキュリティ情報の発信や啓発活動の推進などのサポート活動を展開しています。セキュリティ情報サイト「マルウェア
情報局」では、子どもたちを守るセキュリティ対策に有益な最新情報を広く提供し、誰もが安心・安全にインターネット
を利用できる環境づくりに貢献しています。

Business with CSR 
～時代が求める、新しい価値を創造するCSR活動～
　当社グループでは、「CSR活動は、マーケティングそのもの」と
いうキーコンセプトに基づき、現代社会における要請や期待といえる、
“サステナビリティ要素”を融合させた、製品・サービス、ソリューション
の提供を目指しています。
　事業活動を通じた、社会課題の解決や社会価値の提供こそが、
一過性や断続的ではない、企業と社会の持続的な相乗発展に 
結びつくと考えています。
　こうした時代が求める、新しい価値を創造するC S R活動を

「Business with CSR」というスローガンのもとに展開しています。

関連するSDGｓ

本社：〒108-8011 東京都港区港南二丁目16番6号

Q ESGやSDGsというキーワードが注目されていますが、 
社会問題に対してどのような取り組みをしていますか？

配当金は銀行や証券会社の口座でもお受け取りいただくことができます。

ユニバーサルデザイン（UD）の
考えに基づいた見やすいデザイ
ンの文字を採用しています。

今後の配当金をより安全かつ迅速にお受け取りになるためにも、配当金お受け取り方法を、配当金領収証でのお受け取りから
銀行や証券会社の口座でのお受け取りにご変更されることをおすすめいたします。

配当金お受け取り方法のご変更お手続きにつきましては……

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お問い合わせください

証券会社にて株式をお持ちでない場合	 ➡みずほ信託銀行株式会社（0120-288-324	）へお問い合わせください

この機会にぜひ配当金お受け取り方法のご変更をご検討ください。

配当金お受け取り方法の
ご変更について Q 配当金受け取りの度に郵便局窓口に行っていますが、 

郵便局に行かずに配当金を受け取ることはできますか？

▶ Webサイトにおけるセキュリティ情報の発信
▶ イベントやセミナーを通じた啓発活動
▶ セキュリティツール／サービスの企画・開発
▶ セキュリティソリューションの提案・提供

当社グループの取り組み

インターネットを利用する
子どもを取り巻くリスク

セキュリティ
対策

インターネット上の
コミュニケーション

方法

ゲーム・動画等
意図しない
有料利用

違法情報

成人向け情報等の
有害情報

プライバシー
情報

インターネットの
過度の利用


