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島津中国概要
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島津(⾹港)有限公司
島津企業管理(中国)有限公司

1980年
4.72 億ドル
(2017年3⽉31⽇現在)

1,126名(SHK及びSSL)
(2017年3⽉31⽇現在)

5社

設⽴:                                                     
連結売上⾼:

連結従業員数:

連結⼦会社:   



島津全体における中国
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地域のニーズに応える体制をグローバルに展開しています。

地域別売上⾼構成⽐
（2017年3⽉期）

⽇本
51.1%

⽶州
12.4%

欧州
７.3%

中国
16.4%

中近東・オセアニア・アフリカ 2.9 %
その他アジア

9.6%

ドバイシンガポール オーストラリア

上海京都 本社 三条⼯場ドイツ デュイスブルク

⽶国 カリフォルニア⽶国 メリーランド ブラジル・サンパウロ

南⽶

中国⽇本欧州

中東・アフリカアジア・オセアニア

北⽶



島津中国 部⾨別2017年売上(4-12⽉実績)
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機種 16年実績 17年実績 昨年⽐
計測 285 334 117%
LC＋

GC+MS 201 223 111%

その他 84 112 133%
医⽤ 28 42 153%
産業 39 42 109%

総合計 352 418 119%

全体で前年⽐119%成⻑を実現、特に計測・医⽤の事業が拡⼤
計測ではその他(環境、⼤型、試験機、NDI)においても⼤きく成⻑

(MUSD)



計測 資本別売上推移
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⺠需
官需
⼤学

2015 2016 2017

15% 15% 16%

34%
31% 27%

51%
53%

58%

官需︓数年間業績の牽引役であったが、政府プロジェクトの収束及び⼀部機関の⺠営化
(商検局→受託分析)により成⻑鈍化。⼗三五の⽴ち上がりによる需要増に期待。

⼤学︓双⼀流⼤学プロジェクトにより前年⽐20%以上成⻑を2年連続継続。
⺠需︓製薬(規制対応)、受託分析(⺠営化)向けが好調。化⼯/⽯化市場の回復もあり、継続

した成⻑に期待が持てる。



計測 セグメント別売上⾼
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2017年度主要業界⽐率

医薬・⾷品・ヘルスケアでは、政府案件の減少により17年度は成⻑率が鈍化したが、
最⼤ポーションの製薬市場は成⻑持続 。化学・電気・機械は、島津中国内の体制強
化及び市場が活気を取り戻しつつあり⾼成⻑。官公庁・⼤学は、政府プロジェクトの
過渡期であり、双⼀流プロジェクトを中⼼に⼤学向けが好調。受託分析は従来の⾷
品・環境に加えて、ヘルスケア分野でも⼤きく成⻑。

業界 17/16
成⻑率

17/15
成⻑率

医薬・⾷品・
ヘルスケア 102% 121%

化学・電気・
機械 138% 133%

官公庁・⼤学 106% 122%
受託分析 146% 178%
その他 138% 135%
全体 117% 130%

35%

23%

20%

12%

10%
医薬・ヘルスケア・⾷品

化学・電気・機械

官公庁・⼤学

受託分析

その他



中国と⽇本 事業部⾨別売上⾼推移
 計測は⽇本との売上⽐を 1:1.7 から 1:1.5 に縮め、世界第⼀地域に向けて前進
 医⽤は⽇本との売上⽐を 1:5.7 から 1:5.4 に縮めたものの依然として⼤きな開きがあり、

戦略的な視点での施策展開が必要となっている
 産業は、TMP, ガラスワインダーの⼤幅な売上拡⼤により、⽇本との売上⽐を 1:3.3 から

1:1.6 とし、⽇本の売上に⼤きく迫る。好調な拡⼤を維持する施策展開を期待

152期 153期 154期 155期

日本-中国 売上高推移 - 分析計測

中国 年間

日本 年間

中国 上期

日本 上期

152期 153期 154期 155期

日本-中国 売上高推移 - 医用機器

中国 年間

日本 年間

中国 上期

日本 上期

152期 153期 154期 155期

日本-中国 売上高推移 - 産業機械

中国 年間

日本 年間

中国 上期

日本 上期

⽇本の売上
に迫る勢い

⽇本の売上⾼
との⽐較で
⼤きな開き

⽇本の売上⾼
に⼤きく迫る
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2017201620152014

2017201620152014

2017201620152014



152期 153期 154期 155期

売上高推移 - 環境

中国 年間

日本 年間

中国 上期

日本 上期

中国と⽇本 機種別売上⾼推移(計測)

152期 153期 154期 155期

売上高推移 - LC

中国 年間

日本 年間

中国 上期

日本 上期

152期 153期 154期 155期

売上高推移 - MS

中国 年間

日本 年間

中国 上期

日本 上期

152期 153期 154期 155期

売上高推移 - GC

中国 年間

日本 年間

中国 上期

日本 上期

 上半期は、LC 、 MS 、GC、環境にて⽇本の業績を上回る結果となった
 継続的に世界第⼀の地域別売上を達成している環境、スペクトロに加えて、

LC 、GCでは2年振りに、MSは初めて⽇本の売上⾼を抜いて世界⼀位になった

2年振りに
⽇本を上回る

世界第⼀の売上を維持
事業のさらなる拡⼤を
期待

今期初めて⽇本を
上回る売上を達成
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2年振りに
⽇本を上回る

2017201620152014

2017201620152014

2017201620152014

2017201620152014



中国における幅広いネットワーク
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3 研究開発センター
4 ⽣産拠点
5 分析センター

14+ セールス＆サービス拠点

90+ 共同研究室



中国グループ各社/分公司拠点地
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連結売上⾼︓約6億ドル
総従業員数 1､800名弱

(内 駐在員数55名)
※2018年3⽉⾒込



研究開発センター
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2011年１⽉

中国市場のための分析機器

設⽴:                          

研究開発分野:   

中国技術開発センター（上海）

2013年３⽉

⾼度な質量分析 テクノロジー

設⽴:                          

研究開発分野:   

分析技術研究所（上海）



応⽤研究開発センター
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2015年10⽉

中国と世界市場のためのMS 応⽤
臨床 / ⾷品安全/ 環境 /
製薬 / 化学など …

設⽴:

研究開発分野:   

中国 MS センター (北京)



⽣産拠点
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SSM (蘇州)

BSME (北京)

NSC (寧波)

TSH (天津)

分析機器 産業機器

医⽤機器 流体⼯学デバイス



分析センター
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上海・北京・広州・瀋陽・成都
各種の受託分析・依頼分析
LC / GC / LCMS / GCMS/
ICPMS /AA / UV / FTIRなど

分析分野:   

2018年5⽉ ⻄安分析センター設⽴



お客様へのトータルソリューションの提供
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島津分析技術( SAT)

⾃動⾞、家電、玩具、繊維、⾷品産業における

分析サービス

会社:

経営分野:  

受託分析サービス

島津GL  (SGL)

分析機器の消耗品販売

(島津及び他のメーカー向け)

会社:

経営分野:  

消耗品の販売



広⼤な共同実験室ネットワーク

全国業界別統計

医薬
⾷品安全

環境
⼤学/研究機構

公安/警察
受託分析

材料
出⼊境検験検疫局 16
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中国事業の沿⾰
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島津製作所の中国事業展開
（① 1956年~︓取引開始、② 1978年~︓改⾰開放）
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年代 中国動向 島津中国
1949 中華⼈⺠共和国成⽴
1953 第１次５ヶ年計画開始
1956 広州・中国輸出商品展⽰会開催

（後の広交会）
第⼀回北京・上海・⽇本商品⾒本市参加
第１回島津訪中団（⻄川豊蔵 他）

1958 ⻑崎国旗事件、⽇中貿易全⾯中断
⼤躍進政策開始

1960 ⽇中貿易再開（友好貿易開始）
1966 第3次５ヶ年計画開始

⽂化⼤⾰命始まる
1968 ⽂化⼤⾰命の継続、鄧⼩平の追放 第1回年次協定締結
1972 ⽇中共同声明調印、⽇中国交正常化
1973 鄧⼩平が北京に復帰 広州交易会参加
1976 周恩来⾸相死去（１⽉８⽇）

⽑沢東⾸席死去（９⽉９⽇） 中国⾃動化機器展

1978 ⽇中平和友好条約調印
改⾰開放路線、鄧⼩平副⾸相訪⽇

1979 ⼤平⾸相訪中、円借款供与を正式表明 北京に分析機器サービスステーション設⽴
1980 深セン、珠海、汕頭、厦门を経済特区と指定 北京分公司設⽴
1982 ⼀⼈っ⼦政策開始 上海分公司設⽴
1984 中曽根⾸相訪中、⽇中友好21世紀委員会発⾜ 広州分公司設⽴
1985 輸出⼊関税条例実施 瀋陽分公司設⽴

1973年, 周恩来⾸相と
会⾒する上⻄亮⼆社⻑（当時）

1956年の第1回北京/上海 ⽇本商品⾒本市への参加で他社に先駆けて中国との貿易取引を開始。

1978年の改⾰開放を機に、1979年に儀器進出⼝総公司の協⼒を得て北京にサービス拠点を
設⽴。北京、上海、広州、瀋陽、成都に連絡事務所を設置し、より市場に密着した活動を展開。
その後の中国全⼟をカバーするサービスセンター、分析センターの礎を構築した。



島津製作所の中国事業展開
（③ 1990年〜︓市場主義経済の導⼊時期）
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年代 中国動向 島津中国
1992 鄧⼩平南巡講話 北京島津医療機器有限公司設⽴
1993 江沢⺠が国家主席に

1994 対外貿易体制の総合改⾰
天津島津液圧有限公司設⽴
北京分析センター設⽴
四川分公司設⽴

1997 ⾹港返還 島津（⾹港）有限公司設⽴

1998 江沢⺠訪⽇（建国史上初） 島津企業管理（中国）有限公司設⽴
島津儀器（蘇州）有限公司設⽴

1999 マカオ返還
2000 江沢⺠「三つの代表」提出 南京分公司設⽴

1990年代、中国では市場主義経済の本格的導⼊が推進され、貿易取引の⾃由化が急速
に促進され、⽂字どおり「世界の⼯場」として⼤きく脚光を浴びることとなった10
年。

当社は中国での現地⽣産拠点として、
北京に医療機器，また天津にギアポンプ
のそれぞれ合弁⽣産会社を設⽴。
更に、蘇州に独資の分析機器⽣産会社を
設⽴するなど、中国に着実に製・販⼀体
となった事業基盤を確⽴させて⾏った。

医療機器⼯場
BSME 1992年

油圧機器⼯場
TSH 1994年

⾹港事務所
SHK 1997年

分析機器⼯場
SSM 1998年

貿易有限公司
SSL 1999年



島津製作所の中国事業展開
（④ 2001年〜︓WTO加盟による市場開放）
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2001年のWTO加盟を契機として市場開放時代を迎え、以降中国は⾶躍的な経済成⻑
を実現して⾏くことになる。その中で市場は激しいグローバル競争の波に晒されるこ
とになると共に、「世界の⼯場」から「世界の市場」への道を歩み始めた時代。

年代 中国動向 島津中国

2001 中国のWTO加盟
重慶分公司設⽴
⻄安分公司設⽴
ウルムチ分公司設⽴

2002 全⾯推進⼩康社会建設令 昆明分公司設⽴
2003 胡錦涛が国家主席に

SARS勃発
深セン分公司設⽴
蘇州連絡所設⽴

2004 調和社会⽬標の提出
2005 寧波島津真空技術開発有限公司設⽴
2006 ⼋栄⼋恥を提出 島津（広州）検測技術有限公司設⽴
2007 科学的発展観の提出 島津分析技術開発（上海）有限公司設⽴

島津GL（上海）有限公司設⽴

2008 四川⼤地震発⽣
北京オリンピック

武漢分公司設⽴
瀋陽分析センター設⽴
G-COE設⽴

こうした市場変化に対応するため、アプリケーションサポート⼒、ラボパッケージ
への対応能⼒といった、トータルなサポート⼒と中国における研究開発能⼒が問わ
れることになり、当社では総合的顧客⽀援機能の強化と共に中国における研究開発
拠点の構築に着⼿することになった。

受託分析会社
SAT 2006年

基礎研究所
SRLS 2007年

消耗品販売会社
SGL 2007年

応⽤開発センター
G-COE 2008年



島津製作所の中国事業展開
（⑤ 2010年〜︓世界第⼆の経済⼤国へ）
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2010年には中国が⽇本のGDPを抜いて世界第⼆位の経済⼤国となった。継続して
6%以上の成⻑を実現であるが、環境問題、過剰⽣産、ゾンビ企業等の問題も露呈。
⼀⽅で、⼀帯⼀路構想やAIIB発⾜等、世界経済への存在感を増しつつ、⾃国では
ニューエコノミーを発展させ、世界No.1のIT⼤国を⽬指す。

年代 中国動向 島津中国
2010 GDPが⽇本を越えて世界2位に

上海万博
2011 緑⽔⻘⼭＝⾦⼭銀⼭という環境保護理念

の提出
上海R&Dセンター設⽴
CIPO(調達部⾨)の設置

2012 習近平が国家主席に 河南分公司設⽴
成都分析センター設⽴

2013 ⼤気汚染対策⾏動計画の公布
2014 ⼀帯⼀路構想発表、中国経済は新常態に

反腐敗問題が表⾯化、北京でAPEC開催

2015
天津⼤爆発事故
⼀⼈っ⼦政策緩和
爆買いが流⾏語に

島津質量分析センター設⽴

2016 アジアインフラ投資銀⾏(AIIB)発⾜
杭州でG20サミット開催

2017 第1回⼀帯⼀路国際合作サミット開催 島津真空設備（上海）有限公司設⽴
2018 国家主席の任期撤廃 ⻄安分析センター設⽴

世界の市場へと進化し、更に成⻑を
続ける中国に対して、R&D拠点や質
量分析計に特化したハイエンド開発
拠点を設⽴。中国国内の優秀な⼈材
を⽤いて、同市場に合った製品や応
⽤の投⼊を⽬指す。
また、AI等の新技術を得意とする企
業が多く存在する中国で、アライア
ンスを強化し、中国発のビジネスを
展開していきたい。
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中国市場の市場動向
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中国主要経済指標の⽬標値と実績値

2017年通期のGDP成⻑率は6.9％であり、⽬標の6.5％前後を達成。
2017年度の⽬標は経済発展から社会発展へ重⼼をシフト。

項目 2016年 2017年
目標 実績 目標 実績

実質GDP
成長率

6.5 - 7.0% 6.7% 6.5%前後 6.9%

消費者物価
上昇率

3%前後 2.0% 3%前後 1.6%

固定資産投資
伸び率

10.5%前後 7.9% 9%前後 7.2%

小売売上高
伸び率

11%前後 10.4% 10%前後 10.2%

都市新規雇用
増加数

1,000万人以上 1,314万人 1,100万人以上 1,351万人

都市登録
失業率

4.5% 4.0% 4.5% 3.9%

マネーサプライ
(M2)

13%前後 11.3% 12%前後 8.2%

輸出入増減率 改善 ▲ 6.8% 改善 +14.2%

財政赤字 ▲ 3.0% ▲ 3.0% ▲ 3.0% ▲ 3%以内 出典: IMF Country Report No. 17/247 – 2017 Article 
IV Consultation – PRC

実
質
G
D
P
成
⻑
率(

%)

IMFは中国のGDP成⻑
予測を上⽅修正

2017年予測

2016年予測

中国の主要経済統計
2017年の中国の主要経済指標は、実質GDP成⻑率を始め、
政府が⽬指す⽅向性が現れる結果となった 名

⽬
G
D
P
成
⻑
率(
年
%)

実
質
G
D
P
成
⻑
率(

年
%)

2016年後半から、中国のGDP
成⻑率は上昇基調に⼊る

中国経済の
中期的な
安定成⻑が
期待される
状況
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分類 項⽬ 2015年 2020年 増加率⽬標 ⽬標性質 2016年 2017年
単年 5年通算 実績 ⽬標

GDP (兆元) 67.7 92.7以上 6.5%以上 --- 予期性
74.4

6.7%成⻑
6.5%前後

対GDP⽐R&D投資額 (%) 2.11 2.5 --- 0.4% 予期性 2.11%
科学技術進歩の寄与率 (%) 55 60 --- 5.0% 予期性 56.2%
国⺠可処分所得増加率 (%) --- --- 6.5%以上 --- 予期性 6.3%増加
GDP当たりのエネルギー消費量
削減率 (%)

--- --- --- 15% 約束性 5%低減
3.4%以上

削減
⼀次エネルギー消費に占める⾮化⽯燃
料⽐率 (%)

12 15 --- 3% 約束性 1.7P増加

地級市以上での PM2.5⽬標未達成
都市の濃度削減率 (%)

--- --- --- 18% 約束性
年平均

9.1%低下
濃度の明確

な低下
化学的酸素要求量(COD)削減率 (%) --- --- --- 10% 約束性 2%低減
アンモニア態窒素削減量(率) (%) --- --- --- 10% 約束性 2%低減
⼆酸化硫⻩削減量(率) (%) --- --- --- 15% 約束性 5.6%低減 3%低減
窒素酸化物削減量(率) (%) --- --- --- 15% 約束性 4%低減 3%低減

経済発展

⺠⽣福祉

資源環境

イノベーション

第⼗三次五ヵ年計画の進捗
 経済成⻑は若⼲上振れの6.7%を達成し、「安定の中で前進を図る」⽅針を推進
 イノベーション、環境分野でも最終的な⽬標達成に向け、2016年は着実に進捗
 特に環境分野では、環境法令の厳格な適⽤、⼤気、⽔に加え、⼟壌汚染に対する⾏動

計画が打ち出され、環境保護関連分野の更なる拡⼤が期待される状況
 経済成⻑の質･効率向上に⼀

定の成果を上げる
 第⼆次産業にてハイテク産業、

設備製造業が⽐較的速い成⻑
第13次5カ年計画の主な数値⽬標

 2030年に向けイノベーショ
ン重要プロジェクトを開始

 国家⾃主イノベーションモデ
ル区を6カ所設⽴等、イノ
ベーション⼒を著しく増強

 1,700万⼈以上の障害者への
⽣活補助⾦、介護補助⾦給付

 重⼤疾患保険の全国カバーを
達成

 治療費･⼊院費への医療保険
の即時適⽤

 ⼤気汚染対策の強化
 エネルギー構造の最適化によ

るクリーンエネルギー消費割
合の向上

 ⽯炭消費の割合を2P低減
 ⽔質汚濁対策の推進
 ⼟壌汚染対策⾏動計画の発布
 環境関連法令違反の厳しい調

査・処理による環境保護展開

24
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中国政府の⻑期発展ビジョン

習国家主席が⽰した2049年までの発展ビジョン

新時代の中国の
特⾊のある社会
主義思想の確⽴

「⼩康社会」の
全⾯的完成

社会主義現代化
の基本的な実現

社会主義現代化
強国の実現

年2017年 年2020年 年2035年 年2049年

 経済規模が世界2位と
なり、世界経済成⻑率
への貢献度30%越えを
達成

 「⼀帯⼀路」構想や
AIIB等、世界における
中国の存在感が⾼まる

 GDP及び都市農村1⼈
当たり国⺠所得を2010
年⽐で倍増する

 農村貧困⼈⼝の全⾯的
解消、教育･住宅⽬標
の達成

 法治国家、基本公共
サービスの均等化の
実現、及び 環境問題を
抜本的に解決

 イノベーション先進国
の仲間⼊りを果たす

 全ての国⺠が「普遍的
な繁栄」を享受できる
ことを⽬指す

 国家の統治能⼒の近代
化、総合的な国⼒と
影響⼒において
リーダー的な存在に

建国100周年

出典: みずほ銀⾏(中国)有限公司「⼈⺠元為替・⾦利相場⾒通し」

 2017年10⽉の第19回共産党⼤会にて、2050年頃までに中国を「社会主義現代化強
国」とする⻑期発展ビジョンを提⽰

 過去に⾼い値を誇ってきた「成⻑率」から「成⻑の質」を重視することを強調、成⻑
率の鈍化を許容する姿勢を⽰す

 今後、中国共産党指導部が取組まなければならない主要課題として、① 所得格差の縮
⼩、② 環境汚染の削減、③ 住宅バブルの抑制と債務圧縮、の3点が挙げられる

全体では成⻑率の抑制は進むが、注⼒分野での⾼い成⻑が⾒込まれる
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「⼩康社会」の完成に向けた内陸部の経済発展

 これまで沿岸部の発展が中国全体の経済発展をリードしてきたが、内陸部と沿岸部の
経済、所得格差の解消、中国全⼟での「⼩康社会の全⾯的完成」に向けて、華中、
⻄南、⻄北の各地域にて投資の呼び込み、経済の拡⼤が進んでいる
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400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

2007 2016

売
上
高
︵
億
元
︶

工業企業 地域別売上高

華南

西南

華中

華東

西北

華北

東北

過去10年間で
中国⼯業企業
の売上は2.9倍
に拡⼤

出典: 中国 国家統計局 , 注記: 「⼯業企業売上⾼」は主営業収⼊500万元以上企業の主営業収⼊
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工業企業売上高 地域別構成比
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内陸部の⼯業
が⼤きく拡⼤

近年の内陸部での投資案件、産業⽀援策
 電機: 成都にて京東⽅科技集団が第6世代フレキシブルAMOLED⽣産ラインを稼動
 半導体:サムスンが⻄安の半導体⼯場の増強を検討 (約1兆円強の⽣産増強投資)
 ⾃動⾞:⻄安市が⾃動⾞産業に対し、2017〜2021年の期間、毎年15億元(約253億円)以上を⽀援
 情報通信: アップルが貴州に、テンセントが重慶にデータセンターを開設



対策

社会変化

対策

社会変化

近未来の中国の重点市場 – 臨床医学・環境

27

・⾼齢化及び労働⼈⼝の減少が進み、医療負担が増⼤
・三級病院への⼀極集中の改善による裾野市場の拡⼤

(⼆級病院や検診センターなどの増加、設備の⾼度化)
・医療費削減のために「治療」から「予防」の動きが加速
・中医薬と⻄洋医学の融合が期待される

・裾野市場に向けた代理店販売網の再構築
・国産品シフト対策としてBSME(北京医⽤向上)の活⽤、

アライアンスの検討
・臨床診断市場拡⼤に向けた臨床試薬企業との協業
・MSCを中⼼に診断マーカ探索を⽬的とした共同研究
・分析機器のCFDA認証取得の加速化及び種類増強

医療制度改⾰によって裾野市場が拡⼤
臨床医学

・規制策定を⾏う国家機関との連携
・モニタリングステーション増設に伴い、オンライン

計、現場分析需要増加に対応
・オンライン計のITを⽤いた管理・メンテナンス対応
・⾃社開発装置のラインナップ充実 (〜2020年)

・⼤気⼗条、⽔⼗条、⼟⼗条のような規制項⽬が増加
・規制対応⽤の各地モニタリングステーションが増設
・⼤気汚染の深刻化により、政府主導管理、ITの活⽤が

加速
・⾮化⽯エネルギーの⽐率が増加傾向

政府主導で積極的な対策を開始
環境



対策

社会変化

対策

社会変化

近未来の中国の重点市場 – ⾷品・⾃動⾞

28

・⾷の安全基準の⾒直し、評価制度構築完了
(裾野市場拡⼤︓県級レベルの研究所まで設備投資)

・⾷の安全を監視するためのトレーサビリティシステムを
政府主導で構築

・⾷の安全から⾷を⽤いた健康へ考え⽅がシフト

・裾野市場の⾼度化に向けた代理店の同質化を実施
・安全基準⾒直し作業に共同研究で参画、規格化を⽬指す
・農産物から⾷卓までのトレーサビリティ体制構築への

参画、共同開発
・簡易な前処理システム・アプリの開発
・⾷の栄養と疾病/健康関連で外部研究機関と共同研究
・

⾷の安全関連インフラ整備完了
⾷品は機能性に関⼼が移⾏

⾷品

・新材料、新電池開発に対するアプリケーション強化
・装置の⾃動判定機能強化
・AI、IoT技術の積極的な活⽤と同インフラへの参加
・装置とAI、プラットフォーマーとのIF開発を⾏う開発

組織の整備

・EV⽣産に向けた各社投資の拡⼤(2019年NEV規制)
(⼤都市での公共交通機関はほぼEV化、~2020年)

・政府主導の充電インフラ設備拡⼤
・電池や炭素系新材料の研究開発活性化
・⾃動運転対応のためAI、IoTの研究開発が進む

ガソリン⾞の新規販売が減少
各社EV開発の競争激化

⾃動⾞
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中国事業の事業⽅針

29



ビジョン

30

“中国発、世界⾏きの島津ブランド”

グローバルに通⽤する島津のアイデンティティを表現する。



これまで、事業拡⼤を最⼤ミッションとし
て活動し、⼀定の成果を上げてきた。
今後は⻑･中･短期の視点で継続的な成⻑が
可能な事業体制を構築する必要がある。
島津グループにおける中国事業の影響が拡
⼤する中で、リーダシップを取っていく意
識、体制の構築が不可⽋と⾔える。市場の
拡⼤、変化の激しい中国市場には多くの事
業の芽が存在し、これを確実にキャッチす
ることが新たな事業展開をする上では必須
条件。

事業の創出⼒の強化1

事業の拡⼤⼒の強化2

事業のスマートな展開⼒の獲得3

継続的成⻑を実現可能な⼈材の育成4

基本⽅針

島津グループのグローバル事業を
リードする⾃覚と実⾏⼒の発揮

31
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重点施策
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中国市場の変化の⽅向性

33

• 第⼗三次五か年計画中の環境問題(⼤気、⽔、⼟壌)への投資の増加

• 規制対応に向けた全国の環境モニタリングステーションの増設
環境関連市場の拡⼤環境関連市場の拡⼤

• 医療費削減に向けた⼆級医院や検診センターの増設及び体制改⾰

• 「治療」から「予防」への投資増(医薬品、健康⾷品への投資)
医療・⾷品を含めた

ヘルスケア市場の拡⼤
医療・⾷品を含めた

ヘルスケア市場の拡⼤

• 双⼀流プロジェクトを中⼼に⼤学市場が活性化

• 各種科学研究機関への科学技術への投資が増加
⼤学･科研市場の拡⼤⼤学･科研市場の拡⼤

• 政府の構造改⾰により省級機関に集中していた権利を地市級まで拡⼤

• 県級プロジェクトへの投資増、受託分析企業の利⽤拡⼤
裾野市場の発展裾野市場の発展

• 2030年にはAIで世界トップを⽬指す国策により技術⾰新が進展

• 国産企業の囲い込みにより⼤規模なネットワーク基盤を構築
情報通信技術の

急速な発展
情報通信技術の

急速な発展



8.0%

5.6%

15.4%

19.9%

3.1%

6.2%

38.8%

35.9%

4.9%

7.7%

6.3%

8.9%

23.6%

15.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2006年

2015年

中国計測 地域別売上比

東北 華北 西北 華東 華中 西南 華南
34

1. 体制強化
7拠点体制の構築 – 内陸部事業拠点の強化

 従来は沿岸部の経済発展に合わせて、拠点の拡⼤、沿岸地域を軸に拠点機能の強化を推進
 近年は内陸部(華中・⻄南・⻄北)の発展が進み、内陸地域の対応⼒強化が必要となっている

<当社販売・サービス体制の展開>

中国経済の
拡⼤に合わせ、
各地域の拠点
機能強化を
推進してきた

<中国経済の発展状況>

内陸部の
経済発展から
同地域の顧客
対応⼒の強化
が求められる

市場全体の⽐率に対し、
成⻑余⼒あり

出典: 中国 国家統計局 , 注記: 「⼯業企業売上⾼」は主営業収⼊500万元以上企業の主営業収⼊



市省別 (2015) 主要都市別 (2015) 島津(中国)の拠点展開状況

管轄 区域 市省 都市
工業企業売上高

(億元)
普通高等学校数

(カ所)
国内総生産

(億元)
普通高等学校
学生数 (万人)

分公司
分析

センター
部品倉庫

SPK 東北 吉林省 长春 22,322 58 5,530 43
黑龙江省 哈尔滨 11,719 81 5,751 66
辽宁省 大连 33,243 116 7,732 29

沈阳 7,272 40 ○ ○ △
華北 河北省 石家庄 45,648 118 5,441 42

山西省 太原 14,624 79 2,735 42
天津市 天津 27,970 55 16,538 51
内蒙古自治区 呼和浩特 18,926 53 3,091 24
北京市 北京 18,865 91 23,015 60 ○ ○ ○

西北 甘肃省 兰州 8,689 45 2,096 42
新疆维吾尔自治区 乌鲁木齐 8,204 44 2,632 18 ○
青海省 西宁 2,171 12 1,132 7
宁夏回族自治区 银川 3,473 18 1,494 10
陕西省 西安 19,691 92 5,801 85 ○ ● △

SSH 華東 安徽省 合肥 39,064 119 5,660 53
江西省 南昌 32,955 97 4,000 59
江苏省 南京 147,074 162 9,721 81 ○ △
山东省 青岛 145,629 143 9,300 32

济南 6,100 71
上海市 上海 34,172 67 25,123 51 ○ ○ ○
浙江省 杭州 63,214 105 10,050 48

宁波 8,004 16
華中 河南省 郑州 73,366 129 7,312 82 ○

湖南省 长沙 35,410 124 8,510 57
湖北省 武汉 43,179 126 10,906 96 ○

西南 云南省 昆明 9,830 69 3,968 44 ○
四川省 成都 38,646 109 10,801 76 ○ ○
重庆市 重庆 20,902 64 15,717 72 ○
西藏自治区 拉萨 136 6 377 2
贵州省 贵阳 9,877 59 2,891 37

SKC 華南 海南省 海口 1,662 17 1,162 15
福建省 福州 39,591 88 5,618 32

厦门 3,466 14
广西壮族自治区 南宁 20,443 71 3,410 38
广东省 深圳 119,158 143 17,503 9 ○ △ (NDIのみ)

广州 18,100 104 ○ ○ ○
総計 13 5 3 35

1. 体制強化
7拠点体制の構築 – 内陸部事業拠点の強化

 経済発展の内陸部への拡⼤を踏まえ、中国7地域に中⼼拠点を設置 (7拠点体制の確⽴)
 中⼼拠点では営業機能に加え、分析センターの設置・強化を図る
 技術サービス部品については、北京、上海、広州の3拠点に集約を図り、効率的運営を推進

現在、華中地域には分析センター
も整備されていないため、華中
地域最⼤の都市である武漢に中⼼
拠点の整備を図る

近年、⼯場新設等が進む⻄安に、
サービス拠点の新設・強化を推進

 分析センターの設置・強化
 技術サービス部品センター

設置(上海、北京、広州のみ)

中⼼拠点の要件

近年の動向と今後の展開

注記: “●” 設⽴計画中、”△” ⼩規模拠点
市省別、主要都市別データ出典: 中国 国家統計局



1. 体制強化
サービス体制強化、収⼊の多層化

36

製品販売の成⻑率では競合他社以上の成⻑が出来ているが、アフターサービスや消耗
品販売での体制強化を実施する。⻄安のTMPサービスセンターの設⽴等、事業化の
ためのインフラは構築されてきており、本格的に島津中国の収益全体に⼤きな貢献を
果たす事業へと育成を図る。

Pre-sales

Post-
sales

Customer 
Service

Feedback

1. コールセンターを技術部へ統合
対応能⼒向上による顧客満⾜度向上、
島津ファンの増加、プレセールス対応
強化による引き合い発掘能⼒向上

2. オンライン販売能⼒強化
従来の直販、代理店販売網だけでなく
消耗品のオンライン販売能⼒構築

3. 新規収⼊源の確保
試薬販売ビジネスを本格的に始動



2. 市場対策
中国固有ニーズへの対応 – 開発⼒の強化

基盤研究所 BU
ビジネスユニット

ADC
応⽤開発

37

SRLS RDC MSC
(CSC)

本社

島津中国

島津中国には、SRLS(基礎研究)、RDC(製品開発)、MSC(応⽤開発)の
3つの開発部⾨が存在する。中国固有のニーズである「現場分析」や
「ポータブル」といった対応⼒強化のため、中国国内で開発・製造・
販売まで、すべて完結された形で、市場商機を確実に捉えた迅速な対
応を可能にする体制へと形を変える。
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3. 新規事業開発
臨床医学市場でのアライアンスの拡⼤

政府の予防医療、基礎医療強化施策の下、臨床医学関連市場は現在最も成⻑⼒の
⼤きな市場の⼀つとなっている。⼀⽅、この市場への参⼊のためには専⽤試薬の開
発、診断メソッドの確⽴、CFDA認証の取得等の⾼いハードルを越えることが求め
られる。

この急速に拡⼤・発展する市場の流れに追いつき、市場でのシェアを確保するた
めには、本市場への対応に確⽴したノウハウを持つ中国企業とのアライアンスの構
築が不可⽋の課題となっている。積極的にアライアンスを構築し、迅速に市場参⼊
を果たす。
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変化の激しい市場において安定した⾼い利益率の事業運営を実現するために、
収益の源泉を「ハードウェア」に求めるだけでなく、「ソフトウェア」、「消
耗品」、「サービス」、といった多様な形で収益を得られる事業構造の実現も
今後の重要な課題となる。
こういった収益構造の改⾰に向けて新規事業を積極的に⽴ち上げて⾏く。

1.1.
• ネットワーク事業の拡⼤

2.2. • 試薬販売事業の拡⼤

3.3. • 細胞関連事業の⽴上げ

4.4. • オンラインビジネスへの対応

3. 新規事業開発
新規事業の⽴上げによる収益の多層化
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