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設立（株式会社化）

京都の木屋町二条に創業

売上高推移 ※1999年度までは単体、2000年度からは連結ベースで記載している。

戦後からの復興 高 度 経 済成長 QOLの向上

「科学技術で社会に貢献する」を社是とし、
より便利で安心・安全な社会の実現に貢献しています。
常にお客様から寄せられる要望、そしてその先にある社会の課題解決に

応え続けることで、私たちは進化、成長を続けてきました。

海外の近代科学の導入
近代的な生活様式への変化

医療基盤の整備と量的拡充
石油･化学産業の発展

自動   車産業の発展
医療   保険制度の充実による医薬品産業の発展

健康寿命を延ばす科学技術の振興

1882年発行の商品カタログ「理化
器械目録表」には110点もの物理器
械などが掲載されています。

理化学器械の普及・発展 医療機器の発展・普及 COVID-19の感染拡大自動車   の安全性向上放射線の被ばく低減

石油精製業の活性化 臨床検査医学の進展

検体の前処理か
ら測定、解析まで
をシームレスで自
動化し、PCR検査
の迅速なワーク
フローを実現し
ました。

全自動リアルタイム
PCR検査装置
及び新型コロナウイルス
検出試薬キットを開発

自 動 車 メ ー カーの求めに応じて開発
し た 走 行 シ ミュレーター。走行データ
を早送りで再 生する加速試験も可能で、
耐 久 性 向 上
試 験 の 効 率
化 に 貢 献 し
ました。

疲労試験機  1号機を製造
自動車メー   カーに納入

開発したソフトレーザー
脱離イオン化法は、タン
パク質などの質量の大き
な生体高分子を壊すこと
なくイオン化し、精密に
質量を分析できる手法と
して、病気の早期発見や
新薬開発などに活用され
ています。　

田中耕一
ノーベル化学賞受賞別室での操作により、医師や放射線技

師の被ばくを低減しました。

遠隔操作式X線TV装置を開発

高速液体クロマトグラフ質量分析装置のリーディング
カンパニーとして、新生児マススクリーニングや血中の
薬物動態モニタリングなど臨床分野での活用の場を拡
大しています。

国産初ハイエンドの液体クロマトグラフ
質量分析装置を開発

医薬品の安全性・有効性

当時の日本市場にはなかった新しいポンプ方式を
採用することで、分析精度や操作性が飛躍的に向
上。モジュラー構造を採用することによって多様な
要求に対応できるようになりました。医薬品の安全
性・有効性の確保を求
める製薬産業で本格的
な研究開発活動に貢献
しました。

モジュラー構造の
液体クロマトグラフを完成日本初のガスクロマトグラフを完成。翌年には商

品化に成功し、先進的な製品として国内の石油
会社に納品されました。同装置は日本化学会にも
出品されて注目を集め、勃興期にあった日本の石
油化学産業の発展に貢献しました。

ガスクロマトグラフを開発

最先端の教育器械を提供
国産最初の医療用X線装置を完成。その2年
後には、交流電源を用いた大型医療用X線装
置を製造し、大津日赤病院へ納入するなど、
日本の医療用
X線装置の黎
明期をリード
しました。  

医療用X線装置を完成

安定的な電力供給の必要性

当時輸入品に依存していた蓄
電池の試作品を京都帝国大学
の依頼で製作しました。1904
年に据置用蓄電池の製作に成
功しました。

蓄電池の工業生産を開始

社会の発展とともに
時は明治、日本が目指す科学立国への思いに共鳴した初代島津源蔵。

理化学器械の国産化と普及を通じて社会に貢献したい、その思いこそが島津製作所の始まりでした。

以来、時代の声に真摯に耳を傾け、科学技術で社会の発展を支え続けています。

島津製作所の歴史は、初代島津源蔵が理化学器械の製造を始めたことから始まります。
創業の地、京都木屋町二条周辺には、西洋の技術を導入した産業施設が多数設立されて
いきました。技術導入の拠点であった舎密局（せいみきょく）に足繁く通った源蔵は、外国
製器械の修理や整備の仕事を始めます。そして、舎密局でドイツ人科学者、ゴットフリー
ド・ワグネル博士と出会い、その後３年間にわたり西洋の科学技術の教えを受けました。
源蔵は製品の構造やその裏にある理論を学び取り、自ら理化学器械を製造して教育現場
で身近な存在とすることを決意。時は1875年、ここから島津製作所が最初の一歩を踏み
出しました。

1895(明治28)年ごろの島津製作所（木屋町本店）

舎密局 ゴットフリード・
ワグネル博士

文明開化

1882

1897 1957 1978 2010

1909 1961 1967 2002 2020日本初

日本初 日本初 日本初

世界初

21 3

乳がん診療・認知症研究を
支える

世界初

乳房を挟まない痛みの少ない検査装
置で、乳がん診療に寄与します。新し
い装置は脳の検査も行え、認知症研
究にも貢献します。

頭部と乳房の検査に特化した
TOF-PET装置を開発

2021

世界のお客様とともに科学技術でイノベーションを創出し、
社会課題の解決にとりくみます

島津製作所は、「科学技術で社会に貢献する」を社是

として事業を展開し、まもなく創業から150 年を迎えます。

当社が提供する分析・計測機器や産業機器、航空関連

機器は、多くの産業分野で広く採用いただき、お客様

の事業を通して社会の安全、安心を守り、利便性を

向上させる役割を果たしています。

また、医療機関における診断、治療、健康測定や、

新薬の開発を支援する機器は、健康な日々 を過ごしたい

という人々の願いを支える大切な役割を担っています。

私たちが微力ながらも社会に貢献し続けることができた

理由、私はそれを、お客様が解決したい課題に向き

合い挑戦を続けてきたことにあると考えています。気体

から液体、固体まで、遺伝子もタンパク質も、およそ

あらゆる物の性質を「分けて見る」ための技術を磨いて

きました。また、モノづくりの鍵となるデバイスの開発や

新技術の創出にも繰り返しチャレンジしてきました。その

積み重ねが多様性に富んだ技術の宝庫を築き上げ、

お客様から課題を寄せられた際に、いち早く Solution

を見出すことにつながったのだと考えています。

社会は今、過去に経験したことのないほどの勢いで

変化を続けています。パンデミックや地球温暖化、少子

高齢化など、絶え間なく課題が生まれてくる中で、私たち

は積極的にその解決に挑もうと決意を新たにしています。

社会と地球の声なき声に耳を澄ませ、私たち自身が

解決に向けて立ち上がり、世界のお客様とともに新たな

イノベーション創出に取り組む。これこそ「科学技術で

社会に貢献する」ことを社是に掲げる私たちの使命です。

島津は、これまでの技術と知恵を受け継ぎながら、もう

一段高いレベルへとシフトします。これからの島津に

どうぞご期待ください。

代表取締役 社長

事 業 領 域

科学技術

人の健康

産業の発展安心・安全な
社会

5 64

健康寿命の延伸、
適切な医療の提供 など

自然環境の保全、食の安全、
老朽インフラの診断 など

新素材開発を支援、
地域固有の環境問題解決や

再生可能エネルギーの開発支援 など

SHIMADZUの礎を築いたふたりの源蔵

初代源蔵は仏具職人として江戸時代末期より、木屋町二条で事業を
営んでいました。明治になると廃仏毀釈の波が押しよせ、その地が、
京都近代化の中心地となっていきます。辺りに漂う西洋技術や先端
科学の薫りに目覚めた初代源蔵は、仏具製造の事業から転じて、
1875年、三十代半ばにして後の島津製作所となる教育用理化学器
械の製造工場を創業します。京都府から気球を揚げる話が舞い込
んだのはまだ創業三年目のこと、手元に資料もない状況でしたが、
自身の未来と日本の近代化の
ためにと、軽気球飛揚に挑み、
見事に成功させたのです。

日本初の有人軽気球飛揚を実現させ、日本の科学立国を夢見た初代源蔵

初代 島津源蔵

1877年
軽気球飛揚に成功

二代源蔵は、多くの新技術の開発と発明考案に全力を注いだ人物で
す。レントゲン博士がX線を発見したわずか11か月後の1896年にはX
線写真の撮影に成功し、1909年に国産初の医療用X線装置を開発し
ました。また1930年には、日本の発明界に偉大な業績を残した十大
発明家の一人に選ばれます。それは、当時生成できなかった鉛の粉末
化を可能にした発明「易反応性鉛粉製造法」が評価されたものでし
た。その製造法は、乾電池や蓄電池の製造をはじめ多くの産業を躍進
させる突破口になりました。晩年の二代源蔵が語った「学理を教えら
れたらその応用を考えなくてはなら
ない」という技術者としての信念は
今もなお島津製作所の中にしっか
りと受け継がれています。

178件もの発明考案を果たし、SHIMADZUを飛躍させた二代源蔵

二代 島津源蔵

1896年
初期のX線写真

山 本 靖 則
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京都の木屋町二条に創業

売上高推移 ※1999年度までは単体、2000年度からは連結ベースで記載している。

戦後からの復興 高 度 経 済成長 QOLの向上

「科学技術で社会に貢献する」を社是とし、
より便利で安心・安全な社会の実現に貢献しています。
常にお客様から寄せられる要望、そしてその先にある社会の課題解決に

応え続けることで、私たちは進化、成長を続けてきました。

海外の近代科学の導入
近代的な生活様式への変化

医療基盤の整備と量的拡充
石油･化学産業の発展

自動   車産業の発展
医療   保険制度の充実による医薬品産業の発展

健康寿命を延ばす科学技術の振興

1882年発行の商品カタログ「理化
器械目録表」には110点もの物理器
械などが掲載されています。

理化学器械の普及・発展 医療機器の発展・普及 COVID-19の感染拡大自動車   の安全性向上放射線の被ばく低減

石油精製業の活性化 臨床検査医学の進展

検体の前処理か
ら測定、解析まで
をシームレスで自
動化し、PCR検査
の迅速なワーク
フローを実現し
ました。

全自動リアルタイム
PCR検査装置
及び新型コロナウイルス
検出試薬キットを開発

自 動 車 メ ー カーの求めに応じて開発
し た 走 行 シ ミュレーター。走行データ
を早送りで再 生する加速試験も可能で、
耐 久 性 向 上
試 験 の 効 率
化 に 貢 献 し
ました。

疲労試験機  1号機を製造
自動車メー   カーに納入

開発したソフトレーザー
脱離イオン化法は、タン
パク質などの質量の大き
な生体高分子を壊すこと
なくイオン化し、精密に
質量を分析できる手法と
して、病気の早期発見や
新薬開発などに活用され
ています。　

田中耕一
ノーベル化学賞受賞別室での操作により、医師や放射線技

師の被ばくを低減しました。

遠隔操作式X線TV装置を開発

高速液体クロマトグラフ質量分析装置のリーディング
カンパニーとして、新生児マススクリーニングや血中の
薬物動態モニタリングなど臨床分野での活用の場を拡
大しています。

国産初ハイエンドの液体クロマトグラフ
質量分析装置を開発

医薬品の安全性・有効性

当時の日本市場にはなかった新しいポンプ方式を
採用することで、分析精度や操作性が飛躍的に向
上。モジュラー構造を採用することによって多様な
要求に対応できるようになりました。医薬品の安全
性・有効性の確保を求
める製薬産業で本格的
な研究開発活動に貢献
しました。

モジュラー構造の
液体クロマトグラフを完成日本初のガスクロマトグラフを完成。翌年には商

品化に成功し、先進的な製品として国内の石油
会社に納品されました。同装置は日本化学会にも
出品されて注目を集め、勃興期にあった日本の石
油化学産業の発展に貢献しました。

ガスクロマトグラフを開発

最先端の教育器械を提供
国産最初の医療用X線装置を完成。その2年
後には、交流電源を用いた大型医療用X線装
置を製造し、大津日赤病院へ納入するなど、
日本の医療用
X線装置の黎
明期をリード
しました。  

医療用X線装置を完成

安定的な電力供給の必要性

当時輸入品に依存していた蓄
電池の試作品を京都帝国大学
の依頼で製作しました。1904
年に据置用蓄電池の製作に成
功しました。

蓄電池の工業生産を開始

社会の発展とともに
時は明治、日本が目指す科学立国への思いに共鳴した初代島津源蔵。

理化学器械の国産化と普及を通じて社会に貢献したい、その思いこそが島津製作所の始まりでした。

以来、時代の声に真摯に耳を傾け、科学技術で社会の発展を支え続けています。

島津製作所の歴史は、初代島津源蔵が理化学器械の製造を始めたことから始まります。
創業の地、京都木屋町二条周辺には、西洋の技術を導入した産業施設が多数設立されて
いきました。技術導入の拠点であった舎密局（せいみきょく）に足繁く通った源蔵は、外国
製器械の修理や整備の仕事を始めます。そして、舎密局でドイツ人科学者、ゴットフリー
ド・ワグネル博士と出会い、その後３年間にわたり西洋の科学技術の教えを受けました。
源蔵は製品の構造やその裏にある理論を学び取り、自ら理化学器械を製造して教育現場
で身近な存在とすることを決意。時は1875年、ここから島津製作所が最初の一歩を踏み
出しました。

1895(明治28)年ごろの島津製作所（木屋町本店）

舎密局 ゴットフリード・
ワグネル博士

文明開化

1882

1897 1957 1978 2010

1909 1961 1967 2002 2020日本初

日本初 日本初 日本初

世界初

21 3

乳がん診療・認知症研究を
支える

世界初

乳房を挟まない痛みの少ない検査装
置で、乳がん診療に寄与します。新し
い装置は脳の検査も行え、認知症研
究にも貢献します。

頭部と乳房の検査に特化した
TOF-PET装置を開発

2021
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乳がん診療・認知症研究を
支える

世界初
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究にも貢献します。

頭部と乳房の検査に特化した
TOF-PET装置を開発

2021



世界のお客様とともに科学技術でイノベーションを創出し、
社会課題の解決にとりくみます

島津製作所は、「科学技術で社会に貢献する」を社是

として事業を展開し、まもなく創業から150 年を迎えます。

当社が提供する分析・計測機器や産業機器、航空関連

機器は、多くの産業分野で広く採用いただき、お客様

の事業を通して社会の安全、安心を守り、利便性を

向上させる役割を果たしています。

また、医療機関における診断、治療、健康測定や、

新薬の開発を支援する機器は、健康な日々 を過ごしたい

という人々の願いを支える大切な役割を担っています。

私たちが微力ながらも社会に貢献し続けることができた

理由、私はそれを、お客様が解決したい課題に向き

合い挑戦を続けてきたことにあると考えています。気体

から液体、固体まで、遺伝子もタンパク質も、およそ

あらゆる物の性質を「分けて見る」ための技術を磨いて

きました。また、モノづくりの鍵となるデバイスの開発や

新技術の創出にも繰り返しチャレンジしてきました。その

積み重ねが多様性に富んだ技術の宝庫を築き上げ、

お客様から課題を寄せられた際に、いち早く Solution

を見出すことにつながったのだと考えています。

社会は今、過去に経験したことのないほどの勢いで

変化を続けています。パンデミックや地球温暖化、少子

高齢化など、絶え間なく課題が生まれてくる中で、私たち

は積極的にその解決に挑もうと決意を新たにしています。

社会と地球の声なき声に耳を澄ませ、私たち自身が

解決に向けて立ち上がり、世界のお客様とともに新たな

イノベーション創出に取り組む。これこそ「科学技術で

社会に貢献する」ことを社是に掲げる私たちの使命です。

島津は、これまでの技術と知恵を受け継ぎながら、もう

一段高いレベルへとシフトします。これからの島津に

どうぞご期待ください。

代表取締役 社長

事 業 領 域

科学技術

人の健康

産業の発展安心・安全な
社会

5 64

健康寿命の延伸、
適切な医療の提供 など

自然環境の保全、食の安全、
老朽インフラの診断 など

新素材開発を支援、
地域固有の環境問題解決や

再生可能エネルギーの開発支援 など

SHIMADZUの礎を築いたふたりの源蔵

初代源蔵は仏具職人として江戸時代末期より、木屋町二条で事業を
営んでいました。明治になると廃仏毀釈の波が押しよせ、その地が、
京都近代化の中心地となっていきます。辺りに漂う西洋技術や先端
科学の薫りに目覚めた初代源蔵は、仏具製造の事業から転じて、
1875年、三十代半ばにして後の島津製作所となる教育用理化学器
械の製造工場を創業します。京都府から気球を揚げる話が舞い込
んだのはまだ創業三年目のこと、手元に資料もない状況でしたが、
自身の未来と日本の近代化の
ためにと、軽気球飛揚に挑み、
見事に成功させたのです。

日本初の有人軽気球飛揚を実現させ、日本の科学立国を夢見た初代源蔵

初代 島津源蔵

1877年
軽気球飛揚に成功

二代源蔵は、多くの新技術の開発と発明考案に全力を注いだ人物で
す。レントゲン博士がX線を発見したわずか11か月後の1896年にはX
線写真の撮影に成功し、1909年に国産初の医療用X線装置を開発し
ました。また1930年には、日本の発明界に偉大な業績を残した十大
発明家の一人に選ばれます。それは、当時生成できなかった鉛の粉末
化を可能にした発明「易反応性鉛粉製造法」が評価されたものでし
た。その製造法は、乾電池や蓄電池の製造をはじめ多くの産業を躍進
させる突破口になりました。晩年の二代源蔵が語った「学理を教えら
れたらその応用を考えなくてはなら
ない」という技術者としての信念は
今もなお島津製作所の中にしっか
りと受け継がれています。

178件もの発明考案を果たし、SHIMADZUを飛躍させた二代源蔵

二代 島津源蔵

1896年
初期のX線写真

山 本 靖 則
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安心・安全な
社会

産業の発展

人 の   健 康
（ヘルス　ケア）

7 8

事業分野と取り組むテーマ
卓越した科学技術で複雑化する社会課題の解決に貢献しています。

インフラ

半導体

電機

モビ  リティ

マテリアル

化学

環境・エネルギー

食 　品

医　療

●医療機関での診断・治療支援
●病気の超早期検査の実現

●石油化学品や化成品の
　開発・品質管理

●再生可能エネルギーの開発
●大気・水・土壌の分析計測
●産業廃棄物の分析

●航空機の安全な運行と
　搭乗者の快適な環境に寄与
●自動車の安全性・快適性評価試験
●産業車両や建設機械の動力源

医　薬

●医薬品の品質管理
●医薬品の生産設備の管理

●原料の特性評価・成分分析
●残留農薬の測定、風味・食感測定試験
●機能性食品の開発支援

●社会インフラや産業インフラの
　疲労耐久試験、劣化計測
●各種モニタリングサービス

●半導体の製造工程
●ディスプレイの製造工程

●高機能・軽量な新素材
　などの開発

●電子機器・電気部品の開発・品質管理
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9 10

事業概況

4,282億円

売上高 地域別内訳

日本
41%

その他 3%

欧州10% 米州12%

中国
23%

その他のアジア
11%

機種別売上高比率
クロマトグラフ
＋質量分析装置
54%

その他
46%

売上高 地域別内訳

日本 57%

その他 7%

米州１5%

中国
7%
欧州
5%

その他のアジア
9%

日本 83%

機種別売上高比率

X線装置
73%

その他
27%

売上高 地域別内訳

売上高 地域別内訳

日本
47%

中国
24%

欧州
5%

その他のアジア
10%

米州14%

機種別売上高比率

油圧機器
26%

ターボ分子
ポンプ
48%

その他
26%

市場別売上高比率

防衛事業
80%

民間航空事業
20%

米州他
17%4,282億円

10% 47%

日本3%
中近東・オセアニア・アフリカ

米州

13%

欧州

8%

その他のアジア

19%
中国

的確な診断を支援する医用機器を提供し、
人の健康の維持・向上に貢献しています。

計測機器

高性能な分析機器を提供し、医薬、食品、素材をはじ
めさまざまな分野で研究や技術開発、品質管理を支
援しています。

高性能なキーコンポーネントで最先
端のモノづくりを支援し、産業の発
展に役立っています。

最先端の搭載機器を提供し、
「安全、快適、負担軽減」に役
立っています。 65%

高速液体クロマトグラフ質量分析装置

ガスクロマトグラフ 精密万能試験機

16%

1%

13%

産業機器

フライトコントロールシステム

5%

航空機器

その他

医用機器

地域別売上高比率

事業別売上高比率 計測機器事業

医用機器事業

産業機器事業

航空機器事業

血管撮影システム

ターボ分子ポンプ

（注）比率の数字は、表示の数値未満を四捨五入しております。
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計 測 機 器

RoHS指令 規制対象元素のスクリーニング

非破壊で固体、粉体、液体などに含まれる元素の種類や量を測定でき
ます。自動車・電気／電子機器などさまざまな材料・物質のスクリー
ニング検査に利用されています。

蛍光X線分析装置

レンズなどの光学特性評価

化学物質の吸光度や発光の強度を測定できます。FPD／半導体、光通
信、光学材料など先端分野に貢献しています。

医薬品製造工程の洗浄バリデーション

水、ガス、固体内の有機体炭素の総量を測定できます。環境調査や医
薬品の品質管理、プロセス管理などの多彩なニーズに応えます。

全有機体炭素計

紫外可視分光光度計

オンライン全窒素・全リン計

微小異物の解析

赤外光を利用して食品や医薬品、電子部品などに付着した微小異物
や、マイクロプラスチックの解析ができます。

各種材料の強度評価

ゴム、プラスチック、金属などの素材から食品、
医薬品、携帯電話、自動車など、あらゆる対象
物の強度試験に利用されています。製品開発、
品質管理の現場で幅広く活躍しています。

精密万能
試験機

工業製品の非破壊Ｘ線観察

X線を用い、非破壊で内部状態を解析・検査ができます。電子部品や充電
池、CFRP/CFRTP等の高機能素材まで多彩な工業製品に対応します。

マイクロフォーカスX線CTシステム スマートフォンの内部観察例

自動車シートの
実物シミュレーション試験

電子部品（コネクタ）の分析例

海岸で採取したマイクロプラスチック

工業材料の素材観察

最高1,000万コマ／秒の超高速動画が撮影できます。材料破壊、流体力
学、燃焼、スポーツサイエンスなど、幅広い分野で活用されています。

炭素繊維強化プラスチック（CFRP）の
高速引張試験の撮像例
撮影速度：1,000万コマ／秒

排水中の窒素・リンの濃度管理

河川等へ排出される窒素およびリンの濃
度を測定できます。クラウド上で排水情報
を常に監視することができ、水質総量規
制対応に活躍しています。

11 12

高速度ビデオカメラ

最先端の分析計測技術で

医薬、環境、ライフサイエンスなど

さまざまな分野での

研究開発・品質管理に

貢献しています。

液体中に存在する極めて微量な成分の種類や量を測定できます。血液や尿など
に含まれる代謝物や薬効成分を調べることで、がん・認知症のスクリーニングや
医薬品の効果確認などへの応用が期待されています。

高速液体クロマトグラフ
質量分析計

試料に含まれる微量成分を高精度に測定できます。環境、医薬、食品、化学、電
子機器など幅広い分野で活躍しています。

食品や製薬などの幅広い分野
において、研究開発から品質
管理まで幅広い用途で使用さ
れています。例えば、アミノ酸
を迅速に測定することで、食
品の美味しさや品質などの評
価に役立っています。

ガスクロマトグラフ
質量分析計

高速液体
クロマトグラフ

抹茶の旨み成分の分析例

病気の早期検査や医薬品開発

環境保全や上下水道の水質管理に関わる分析

食品の機能性成分や安全性、医薬品の含有成分分析による品質管理

フーリエ変換赤外分光光度計
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最先端のイメージング技術で、

患者への負担が軽く使用しやすい

医療システムを提供。

世界中の医療現場で、感染症や

脳／心疾患、がんなど様々な疾病の

早期発見・早期治療に貢献しています。

医 用 機 器 産 業 機 器

航 空 機 器

安全な運行と搭乗者の快適な環境を実現するために

航空機の揚力や機体姿勢などを制御するフライトコントロー
ルシステムにおいて、離着陸を安全に行うためのフラップ舵
面制御を手がけています。高品質なメカニカル技術や高信頼
性の電子制御技術で安全な飛行に貢献しています。

安全かつ効率的な海洋開発のために

半導体レーザー(LD)の技術を応用した水中光無線通信装置を始めとする海
洋機器にも取り組んでいます。従来、無線では音響を用いた少量のデータ通
信しか行えなかった水中で、LDを用いることで4G並みの高速通信を可能に
する製品です。
洋上風力発電や海底資源など注目が集まる海洋分野において、「水中作業
のリモート化による安全性向上」「効率化によるCO₂排出量の削減」に貢献
します。

アングル・ギヤボックス
フラップ・アクチュエータ

パワー・ドライブ・
ユニット・ギヤボックス

コントロール・バルブ・モジュール

スタビライザ・トリム・
アクチュエータ

日本人女性が最も多く罹るがん
である乳がんは、早期発見によ
り治る可能性が高い病気です。
乳房を挟まない痛みの少ない
検査装置で、乳がん診療に寄与
します。新しい装置は脳の検査
も行え、認知症研究にも貢献し
ます。

頭部・乳房用TOF-PET装置BresTome

乳がん診療・認知症研究を支える

回診用X線撮影装置 

病棟のベッドサイドや院内のさま
ざまな場所でX線撮影ができ、その
場で迅速な容態確認ができます。
感染症や災害時のX線画像診断に
も使用されるX線装置です。

病棟内を移動しベッドサイドで画像診断

カテーテルの視認性向上
と被ばく低減を実現

患者や機器の動きの影響
なく低被ばくで見たい血
管を描出

腹部血管画像

BresTomeによる乳房画像
データご提供：近畿大学高度先端総合医療センターPET分子イメージング部様

心臓血管画像

動脈硬化により狭くなった血管を拡張し
たり動脈瘤を塞ぐカテーテル治療で、独
自の画像処理技術を用い、患者負担の
少ない治療を支援します。

心臓・脳および全身の血管のカテーテル治療支援

血管撮影システム 

骨折や肺炎など全身のX
線画像診断に使用されて
います。近年は画像処理
アプリケーションも広が
り、その用途が 拡大して
います。

X線画像診断のスタンダード(レントゲン装置)

一般撮影システム AI技術を応用した
骨密度計測

高齢化で増える内臓・骨疾患の画像
診断をこの1台で対応。消化器から腹
部の検査だけでなく骨粗鬆症や変形
性関節症の診断にも対応できます。

健康長寿のために

油圧コントロールバルブ

産業車両や建設機械の油圧動力源

フォークリフトをはじめ、建設機
械、特装車などの産業車両や農業
機械の油圧源として、幅広く活用
されています。

産業車両の動力系として

油圧歯車ポンプから送り出された
作動油の方向、圧力、流量を制御す
る機器です。当社製品はフォークリ
フトや建設機械などで活用されて
います。

半導体やディスプレイの製造に

半導体やフラットパネルディスプレ
イなどの製造プロセスに欠かせな
い真空環境をつくり出す真空ポン
プです。

自動車や半導体分野で用いられるセラミックスの製造に

真空・加圧下で熱処理し、金属やセラミックス
素材などを焼き固め、強度と一定の形状を得る
装置です。食品の風味向上・栄養素保持技術と
しても注目されています。

真空加圧焼成炉ターボ分子ポンプ
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油圧歯車ポンプ

水中光無線通信装置 MC100 イメージ

X線TVシステム

近赤外光で脳活動を計測
し、心の病といわれるうつ
病 の 診 断 補 助 が 可 能 で
す。また脳活動の可視化で
リハビリテーションを支援
します。

心の病の診断や脳卒中リハビリテーションで活躍

近赤外光イメージング装置
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感染症対策プロジェクトの推進

感染拡大防止への取り組み

【より迅速・簡便な検査へ】
新型コロナウイルス検出試薬キットは、当社独自の遺伝
子増幅技術「Ampdirect™技術」をベースに開発し、
PCR検査におけるRNAの抽出・精製工程を省略できま
す。人手の削減や人為的ミスの防止に繋がり、PCR検査
の全工程を約1時間に短縮します。また、検体の前処理
から測定、解析までを自動化した全自動リアルタイム
PCR検査装置を開発し、迅速な検査ワークフローを実
現しました。

【公衆衛生上のリスク評価】
塩野義製薬（株）と当社は、下水モニタリングをはじめとする公衆
衛生上のリスク評価を目的とした合弁会社、（株）AdvanSentinel
を設立しました。下水モニタリングを通じて、施設内における
COVID-19のクラスター感染の早期予知を行います。今後はその
他の感染症を含む公衆衛生上のリスク評価を行い、「見える化」す
る新たなインフラを構築し、社会課題の解決に取り組みます。

【感染症に関する産学連携】

東北大学との共同研究で、自然に吐く息（呼気）をサンプルとする「呼
気オミックス」による新型コロナウイルス検査法の開発に成功しまし
た。今後は、応用範囲を健康医療分野へと広げ、未来型呼気医療に展
開します。

15 16

島津製作所は、感染症対策を重要課題とし、
新たな検査法の開発や検査データ管理システムなど、
感染拡大防止につながる連携を国内外で進めています。

息を用いた新型コロナウイルス検査法を開発

*当社製の液体クロマトグラフ質量分析計を用いて、ある試料を特定の用途で分析する際に必要な情報
を集約したもの。

注意：記載のAlsachim社製品は試薬製品であり、試験・研究目的での使用に限られ、体外診断、医薬品、食品、化粧品などの目的、および人体への
使用はできません。

熊本大学・（株）アイスティサイエンスとの共同研究の成果をもとに、新型
コロナウイルス重症化への関連性が示唆されるバイオマーカー候補群を
測定するためのメソッドパッケージ*製品と分析システムを開発しました。

「尿・血液での新型コロナウイルス重症化予測技術」を研究

全自動リアルタイム
PCR検査装置 新型コロナウイルス
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ウイルス
検査 移動式画像診断装置の需要急増に対応

【回診用X線撮影装置を増産】
X線撮影装置は肺炎診断にも用いられます。感染症が発
生した場合、検査室の装置は共用や消毒が難しく、感染
症患者専用の回診用装置が必要です。当社装置は患者
のベッドサイドまで移動でき、撮影後約2秒で本体モニ
タに画像表示されるため、迅速な処置を支援します。新
型コロナウイルス感染症の世界的流行で装置需要が急
増しており、当社グループの国内外の工場で増産体制を
取っています。

医療現場に貢献する当社の製品、治療薬の開発を
支援するソリューションや、研究者からのメッセー
ジなどを紹介しています。

肺炎診断

新型コロナウイルス感染症治療薬候補の
研究・開発支援

COVID-19に対するSHIMADZUの取り組み

医薬品
分析･研究

【安定同位体試薬の開発】
仏グル ープ会 社・A l s a c h i m 
SASは、新型コロナウイルス感
染症の治療薬候補である6種の
既存薬向けに安定同位体試薬を
開発しました。医薬品候補化合
物の効果や副作用、血中の薬物
濃度の関係を調べる際などに用
いられます。同試薬や当社の分析装置によって、治療薬の開発に尽力する製薬企業や研究機関を支
援しています。

https://www.shimadzu.co.jp/covid-19/

【教育機関・企業などのPCR検査センター設置支援】
COVID-19の感染拡大防止への取り組みとして、京都産業大学と包括
的連携協力に関する協定を締結しました。このほかにも、DMG森精機

（株）や特別養護老人ホーム「グランデパール」（岡山県）など10件以上
のPCR検査センター設置を支援しています。



感染症対策プロジェクトの推進

感染拡大防止への取り組み

【より迅速・簡便な検査へ】
新型コロナウイルス検出試薬キットは、当社独自の遺伝
子増幅技術「Ampdirect™技術」をベースに開発し、
PCR検査におけるRNAの抽出・精製工程を省略できま
す。人手の削減や人為的ミスの防止に繋がり、PCR検査
の全工程を約1時間に短縮します。また、検体の前処理
から測定、解析までを自動化した全自動リアルタイム
PCR検査装置を開発し、迅速な検査ワークフローを実
現しました。

【公衆衛生上のリスク評価】
塩野義製薬（株）と当社は、下水モニタリングをはじめとする公衆
衛生上のリスク評価を目的とした合弁会社、（株）AdvanSentinel
を設立しました。下水モニタリングを通じて、施設内における
COVID-19のクラスター感染の早期予知を行います。今後はその
他の感染症を含む公衆衛生上のリスク評価を行い、「見える化」す
る新たなインフラを構築し、社会課題の解決に取り組みます。

【感染症に関する産学連携】

東北大学との共同研究で、自然に吐く息（呼気）をサンプルとする「呼
気オミックス」による新型コロナウイルス検査法の開発に成功しまし
た。今後は、応用範囲を健康医療分野へと広げ、未来型呼気医療に展
開します。

15 16

島津製作所は、感染症対策を重要課題とし、
新たな検査法の開発や検査データ管理システムなど、
感染拡大防止につながる連携を国内外で進めています。

息を用いた新型コロナウイルス検査法を開発

*当社製の液体クロマトグラフ質量分析計を用いて、ある試料を特定の用途で分析する際に必要な情報
を集約したもの。

注意：記載のAlsachim社製品は試薬製品であり、試験・研究目的での使用に限られ、体外診断、医薬品、食品、化粧品などの目的、および人体への
使用はできません。

熊本大学・（株）アイスティサイエンスとの共同研究の成果をもとに、新型
コロナウイルス重症化への関連性が示唆されるバイオマーカー候補群を
測定するためのメソッドパッケージ*製品と分析システムを開発しました。

「尿・血液での新型コロナウイルス重症化予測技術」を研究

全自動リアルタイム
PCR検査装置 新型コロナウイルス

変異検出コアキット

DMG森精機（株）のPCR検査室（伊賀事業所）

ウイルス
検査 移動式画像診断装置の需要急増に対応

【回診用X線撮影装置を増産】
X線撮影装置は肺炎診断にも用いられます。感染症が発
生した場合、検査室の装置は共用や消毒が難しく、感染
症患者専用の回診用装置が必要です。当社装置は患者
のベッドサイドまで移動でき、撮影後約2秒で本体モニ
タに画像表示されるため、迅速な処置を支援します。新
型コロナウイルス感染症の世界的流行で装置需要が急
増しており、当社グループの国内外の工場で増産体制を
取っています。

医療現場に貢献する当社の製品、治療薬の開発を
支援するソリューションや、研究者からのメッセー
ジなどを紹介しています。

肺炎診断

新型コロナウイルス感染症治療薬候補の
研究・開発支援

COVID-19に対するSHIMADZUの取り組み

医薬品
分析･研究

【安定同位体試薬の開発】
仏グル ープ会 社・A l s a c h i m 
SASは、新型コロナウイルス感
染症の治療薬候補である6種の
既存薬向けに安定同位体試薬を
開発しました。医薬品候補化合
物の効果や副作用、血中の薬物
濃度の関係を調べる際などに用
いられます。同試薬や当社の分析装置によって、治療薬の開発に尽力する製薬企業や研究機関を支
援しています。

https://www.shimadzu.co.jp/covid-19/

【教育機関・企業などのPCR検査センター設置支援】
COVID-19の感染拡大防止への取り組みとして、京都産業大学と包括
的連携協力に関する協定を締結しました。このほかにも、DMG森精機

（株）や特別養護老人ホーム「グランデパール」（岡山県）など10件以上
のPCR検査センター設置を支援しています。



応用技術
アプリ開発

より良い社会に向けたイノベーションの創造に貢献

イノベーションを推進する研究開発体制と共創プロセス

新たな価値を創出するための核となる先進的で独自性の高い技術
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社是「科学技術で社会に貢献する」に基づいて社会課題と向き合い、

基盤技術研究や製品・アプリケーションの開発を行っています。

また社外パートナーとの共創を積極的に進めて革新的・先進的な技術・製品の開発や

新たなサービスの社会実装に取り組み、

迅速な事業化のためにインキュベーションを強化していきます。

社会における課題やニーズは、さまざまな国・地域の数だけ存在し、ますます多様化しています。当社
グループは、それらの課題やニーズを顕在化し、研究課題までブレイクダウンすることで、お客様の課
題解決に幅広く貢献しています。
　また、新たな技術やイノベーションの創出のためには、課題やニーズが発生する各地域のパートナー
と共に取り組むことが必要不可欠です。そのため、世界各地でさまざまなパートナーと共同開発やイノ
ベーション創出に取り組んでいます。その基点となるのが、世界各地の「イノベーションセンター」で
す。米州・欧州・中国・アジア・日本の各拠点で先進的顧客と共同研究を推進することで、素早く成果
に結び付けています。

アプリケーション技術開発/共創事例

欧州
仏トタル社および欧州2大学とクリーンエネ
ルギー分野における共同研究を促進

中国
中国科学院生態環境研究センターとの環境
分析、中国食品医薬品検定研究院との漢方
薬研究など

大阪大学等と連携し、培養肉の自動生産装置
の開発に関する共同研究契約を締結

日本
シンガポール科学技術庁や現地大学・顧客と
臨床分野や食品安全、環境関連の共同研究を
推進

アジア

米州

イノベーションセンター（米国）

日本

Solutions COE（京都本社）

Shimadzu Tokyo Innovation Plaza
（2022年10月開所）

アジア

中国

欧州

イノベーションセンター
（ドイツ）

イノベーションセンター
（中国）

イノベーションセンター
（シンガポール）

米製薬団体との共同開発で研究開発現場の
ニーズを反映したセミ分取超臨界流体クロ
マトグラフを開発

質量分析技術を用いた新しいがん免疫療法
を米プロビデンスがん研究センターと共同
研究

米州 米州

イオン（MS）・X線・光・量子などの分野で世界初となる技術を開発して顧客課題や社
会課題の解決に貢献することを目指します。また、先端分析技術を既存事業へ展開す
るとともに新領域への展開・融合を図って、他社にはない新しい製品・サービスの提供
に繋げていきます。

技術革新が著しいバイオ領域で高度な技術の獲得・開発を行って、顧客課題や社会
課題の解決に繋げていきます。革新バイオ技術によって予防医療や早期診断、再生
医療、バイオプロダクトなどの領域で新しい顧客価値を生み出すことを目指します。

脳五感計測技術として、低拘束での脳機能計測や五感刺激と連携させたバイオ
フィードバックによる介入技術、またヒトのパフォーマンスを向上させる技術や心理
面の増進をサポートする技術などの脳と五感の複合計測の技術開発を行います。

AI技術とロボティクス技術の融合により、分析・計測・診断・検査の高度化や自動化
を支え、AIを活用した信号処理・画像処理の研究開発を行うことで高度な製品・
サービス・新事業を創出し、顧客課題や社会課題に対するソリューションを提供し
ます。

先端
分析

革新
バイオ

脳五感

AI

研究開発体制

企業パートナー

ベンチャー
（スタートアップ）

アカデミア

応用技術
アプリ開発

基盤技術研究

インキュベーション 
事業性の実証

製品開発
（装置・試薬）
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健康長寿社会の実現に向けた“食と健康”のイノベーション創出の取り組み認知症研究・予防・改善への取り組み

ロボットとAIが自律的に科学的な発見をするプラットフォームの実現へ

【農研機構との先進的共同研究】
当社グループと国立研究開発法人農業・食品産業技術総合
研究機構（「農研機構」）は、2019年8月に「食」の機能性
成分解析を目的とした共同研究契約を締結し、当社の「ヘ
ルスケアR&Dセンター」内に「食品機能性解析共同研究ラ
ボ（NARO島津ラボ）」を設置しました。
本ラボでは、農研機構が各地域で育成したお茶や野菜、果
物などに含有する機能性成分の分析に当社の最新技術を
生かすことで、簡便で迅速かつ正確な新しい分析手法の開
発を目指しています。また、400品目に及ぶ農産物に含ま
れる機能性成分について、その成分情報のデータベースを
構築することにより新たな機能性成分の探索に取り組みま
す。本ラボで得られた成果を規格・標準化し、国内外で展
開することで、付加価値の高い農作物の開発や健康長寿社
会の実現に貢献していきます。

【自律型実験システムの有用性を神戸大学と検証】
神戸大学と共同で、世界で初となるロボットとデジタル技術、AI（人工
知能）などを活用した自律型実験システム(Autonomous Lab)プロ
トタイプの有用性検証を開始しました。当社は、バイオ・製薬・新素材
開発などに液体クロマトグラフ（LC）および液体クロマトグラフ質量
分析計（LCMS）を含む自律型実験システムの社会実装を目指してい
きます。

イノベーションを推進する研究開発体制と共創プロセス

Autonomous Labのイメージ

食品機能性解析共同研究ラボ「NARO島津」
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血液分析という分析計測技術と、PET画像診断という医用技術が連携することで、各種認知症
の予防方法の確立、臨床診断研究、創薬研究などに貢献していきます。

【医用機器：頭部・乳房用TOF-PET装置】
頭部・乳房の機能画像を提供する新型のTOF-PET装置は、普及している全身用PET装置に比べ解像
度が2倍に向上しました。アルツハイマー型認知症をはじめとする各種神経変性疾患の診療応用を支
援します。さらに、病気の兆候を早期発見して発症や進行の遅延を目指す脳研究に貢献します。

【分析機器：質量分析計】
質量分析システムによって、微量な血液からアルツハイマー病変（脳のアミロイドβ異常蓄積）を高
精度に検出する手法を国立長寿医療研究センターとともに確立しました。これは、2002年にノー
ベル化学賞を受賞した当社の田中耕一が開発した技術の発展によるものです。認知症発症前の早
期段階でそのリスクを発見することで、症状の進行を抑えるさまざまな介入（例えば運動や脳ト
レーニング、適切な食事）が可能になります。

〈血液採取〉 〈質量分析〉

低侵襲、低コスト 手軽に検査が可能になり、臨床治験にも有用

アミロイドβ蓄積イメージ（PET検査）
アミロイド陰性 アミロイド陽性

アミロイドβが多く蓄積している
少ない 多い

頭部撮影モード 胸部撮影モード

アミロイドβの脳内異常蓄積と相関性がある
バイオマーカーを発見

新しい価値の創造と社会課題の解決を目指す

【新研究棟「Shimadzuみらい共創ラボ」を開所】
当社の基盤技術研究所内に新研究棟「Shimadzuみらい共創ラボ」を開所しました。先端分析、
脳五感・革新バイオ、AI（人工知能）などの研究開発を推進し、オープンイノベーションによる新し
い価値の創造と社会課題の解決を目指します。
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健康長寿社会の実現に向けた“食と健康”のイノベーション創出の取り組み認知症研究・予防・改善への取り組み
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事業を通じたサステナビリティへの貢献

SDGs

当社グループは、「島津グループサステナビリティ憲章」のもと、サステナビリティ経営を
推進しています。
2030年の国連SDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けても、事業活動を通じた貢献を
目指しています。 環境経営

私たちは、環境問題の解決を通じた事業活動と企業価値の拡大を目指し、以下の5つの方
向性で取り組みを進めています。
バリューチェーンを含めた事業活動におけるCO₂排出抑制や資源循環への取り組み、環
境・新エネルギー分野における新たなイノベーション創生に資する製品・ソリューションの
提供を行います。生物多様性保全や森づくり活動などの取り組みを図り、幅広く社会に貢
献します。

島津グループの環境経営 ５つの方向性

①気候変動対応への取り組み
太陽光発電などの再生可能エネルギーの積極的な導入や、スマートメーターを設置した
消費電力の見える化による省エネ施策を強化するとともに、サプライチェーン全体での
環境負荷低減に努めます。

カーボンニュートラルの実現を目指して
TCFD※提言に賛同し気候変動関連
情報の開示や、パリ協定の温度目
標と整合性があるCO₂排出量削減
目標（SBT）を設定しました。また、
使 用する電 力を再生可能 エネル
ギー由来100％とするRE100宣言
を行い、カーボンニュートラルの実
現に向けて取り組んでいます。
※企業などに気候変動関連の情報開示を求める国際的な枠組み

ハビタット評価認証（JHEP）を取得
ハビタット評価認証とは、
日本生態系協会が生物
多様性の保全や回復に
資する取り組みを客観的
に評価し認証するもので
す。本社三条工場の「島
津の森」は京都府で初の
最高ランク「AAA」評価
を取得しています。

本社三条工場内「島津の森」
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全てに共通

事業領域

事業を通じた社会課題の解決（CSV）

人の健康

健康寿命の延伸、
適切な医療の提供 など

提供価値

産業の発展

新素材開発を支援、
地域固有の環境問題解決や

再生可能エネルギーの
開発支援 など

提供価値

安心・安全な
社会

自然環境の保全、
食の安全、

老朽インフラの診断 など

提供価値

社会の一員としての責任ある活動（CSR）

当社の事業活動を通じた取り組みとして、特に3つのSDGsのゴールへの取り組みを進めています。

臨床分野における貢献（がん、認知症、生活習慣病
など）、感染症対策における貢献、機能性食品の開
発への貢献、健康経営の推進（従業員の健康維持・
増進）、など

再生可能エネルギー普及への貢献（バイオマス発電、
太陽光発電など）、次世代電池開発への貢献、事業
所における再生可能エネルギー導入の拡大、など

新素材・新製品開発への貢献、革新的な装置・アプ
リケーションの開発、大学・研究機関・企業等との共
同研究、多様な世代への科学技術振興支援、など

②循環型社会の形成に向けた取り組み
３R（リデュース、リユース、リサイクル）を着実に推進し、国内生産拠点・研究所などにおける廃
棄物のリサイクル率99％を維持します。また、サプライヤーとの連携によるIoT技術を活用した
効率的な廃プラスチック回収や、排水などの環境監視体制を強化します。

③地球環境の保全に配慮した製品・サービスの開発・提供
環境・新エネルギー分野において、カーボンニュートラルに向けた開発課題を解決
する製品や技術を提供します。すべての製品について常に省エネや小型化などを
図り、製品ライフサイクルを通じた環境負荷の低減を推進します。

④生物多様性の保全に向けた活動
生物多様性保全のための森づくり活動や学校での環境教育授業の実施など、地域
や教育機関・団体と連携し、幅広い活動を展開します。

⑤社員ひとり一人による積極的な環境保全活動
社員全員が「環境貢献企業 島津」の一員として、さまざまな環境活動に積極的に
取り組みます。

消費電力の見える化

血管撮影システム

再生可能エネルギー使用

学校での環境教育活動「島津の森」のフタバアオイ

地域の清掃活動への参加ボランティア社員参加の森活動

排水管理廃棄物管理

電 力

43％　
容 積

66％　

設置面積

高速液体クロマトグラフ質量分析計

島津エコプロダクツPlus
当社独自の環境配慮認定製品

43％　
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科学技術、主として科学計測およびその周辺の領域におけ
る基礎的な研究において、功労者を表彰する「島津賞」や若手
研究者への「研究開発助成」など、島津科学技術振興財団はさ
まざまな支援活
動を通じて日本
における科学技
術 の 振 興に貢
献しています。

経済産業省と東京証券取引所が取り組む「健康経営
銘柄」に選定されました。また、経済産業省と日本健

康会議による「健康経営優良法人～ホワイト500～」にも
2017年より6年連続で認定されています。

週3日の「リフレッシュデー（ノー残業デー）」には、
社員の自己啓発や健康への取り組みを支援して
います。また、全社員が利用できる1時間単位の有給
休暇制度と、家族の育児・介護事由を有する社員が利用でき
る在宅勤務制度を導入して
います。さらに、フレックスタ
イム制度の適用範囲を原則
全社員に拡大し、柔軟な働
き方を推進しています。

※RPA ： Robotic Process Automationの略称で、
　ロボットによる業務自動化

ダイバーシティ・
マネジメント講習会

（2018年2月開催）

リフレッシュデーに英語で社内交流する
Shimadzu English Cafe

X線装置のパイオニアである当社が、日本初のレン
トゲン技師（現 診療放射線技師）の正式養成機関「島津

レントゲン技術講習所」を1927年に創設し、その後2007年
に京都医療科学大
学として開学。創
立以来4,000名を
超える卒業生が全
国の医療機関で活
躍しています。

科学への興味を広げる
島津ぶんせき体験スクール
小・中・高生に「理科や科学に興味を持ってもらう“きっかけ”を
提供したい」との思いから、科学スクールを開催しています。
2007年のスタート以来7,000名を超える方々に参加いた
だき、分析装置の科
学原理やしくみを体
感し、科学技術への
興味を深めてもらっ
ています。

多様な人財の活躍推進
経営基幹職がダイバーシティ推進の概要を学ぶ

「ダイバーシティ・マネジメント講習会」を開催して
います。また、イントラネットでは、ダイバーシティ推進に
関する社員意識調査の結果をはじめ、課題や取り組みを公開し

ています。外国人
採用にも積極的
に取り組んでい
ます。

社外からの評価
当社は、女性活躍を推進する企業として2017年
度から6年連続で「なでしこ銘柄」に認定されてい

ます。また、2019年には多様な人材の能力を生かし、
中長期的な企業価値向上を実現している企業として「新・ダ
イバーシティ経営企業100選」にも選定されています。

ダイバーシティ
経営

多様な働き方の推進 仕事の生産性向上
これまでの仕事のやり方を見直し、AIやIoT、RPA※

による業務の効率化や電子承認システムの導入、
ペーパーレス化などに積極的に取り組んでいます。

特にRPAについては、全社展開に向けて社内講習会を開催
し、法令調査業務や受注データ処理業務、伝票データの自動
入力業務など、定型業務の簡素化に加えて業務品質の向上
につなげています。さらに、社員のパソコン相談窓口業務に、
AIを活用したデジタルアシスタントを活用してます。

働き方改革

CSR

組織形態 監査役会設置会社

コーポレートガバナンスの強化
当社は島津グループの持続的な成長と中長期的
な企業価値の向上を目指し、コーポレートガバナ
ンス・コードを具体的に実践していくため「コーポレー
トガバナンス・ポリシー」を2015年12月に制定しました。
具体的な取り組みの一例として、毎年1回、取締役会の実行性評価
を実施しており、体制や運営が有効に機能するよう継続的な改善
を図っています。なお、当該実効性評価の概要は、「コーポレート
ガバナンス報告書」にて開示しています。
さらに、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委員会を
2018年に新たに設置しました。
当委員会では、役員候補者の指名・選任や取締役等の報酬の決定
にあたって取締役会決議に先立ち審議・答申を行っており、役員の
報酬・指名に関する客観性・透明性を高めることでコーポレート
ガバナンスの強化を図っています。

ガバナンス改革

取締役の人数
（社外取締役）

8名 ※女性2名含む　
（4名 ※うち独立役員は4名)

監査役の人数
（社外監査役）

4名　
（2名 ※うち独立役員は2名)

人数6名（社外取締役4名）
※議長は社外取締役が担当

会長（社内取締役）

1年

コーポレートガバナンス体制

取締役会の議長

取締役の任期

有　※取締役会で選任 

有限責任監査法人トーマツ

執行役員制度の採用

会計監査人

テニスを通じた社会貢献活動
当社では、テニスを通じた社会貢献活動に力を入れています。
日本テニス協会主催の3大トーナメントのひとつ「島津全日
本室内テニス選手権大会」への特別協賛やジュニアテニス教
室の開催など、日
本のテニス界の発
展、地域の振興を
サポートしていま
す。

日本の優れた研究者への
島津賞・研究開発助成
島津科学技術振興財団
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社員一人ひとりが心身ともに
健康であるために

健康経営銘柄に選定

当社では、専任の保健師とカウンセラーによる面談や
メンタル面のフォローを通じて社員の健康管理をサポートし
ています。技術や製品を社員に還元する取り組みとして、乳房
専用PET装置による乳がん検診の受診費用を補助しています。
また、禁煙タイムを随時拡大するほか、社員が主体的に健康
的な習慣を身に付けるために、健康情報やお薬履歴の閲覧
などが可能な健康ウェブサービス「KenCoM」も導入して
います。

健康経営

事 業 を 通じ た サ ステ ナビリティへ の 貢 献

医療従事者の育成
学校法人島津学園 京都医療科学大学

指名・報酬委員会
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販売・サービス体制

◎ 地域統括
● 販売・サービス

◎
◎◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

Shimadzu Middle East & Africa Fze
UAE Head Office

Shimadzu Middle East ＆ Africa
FZE Turkey Branch Office 

Shimadzu Moscow 
Representative Office 

Shimadzu Industrial 
Equipment USA 

Shimadzu Aircraft 
Equipment USA 

Shimadzu (Asia Pacific) Pte Ltd.Shimadzu South Africa (Pty) Ltd.

Shimadzu Scientific Instruments (Oceania) Pty. Ltd.
Shimadzu Medical Systems (Oceania) Pty. Ltd.

Shimadzu do Brasil Comercio Ltda.

Shimadzu Latin America S.A.

Shimadzu (China) Co., Ltd.

Shimadzu Scientific 
Instruments (TAIWAN) Co., Ltd. 

Shimadzu Scientific 
Korea Corporation 

Shimadzu Analytical (INDIA) Pvt. Ltd. 

Shimadzu Medical Systems USA

Shimadzu Scientific Instruments, Inc.

Shimadzu Europa GmbH

主な海外拠点

米州
Shimadzu U.S.A. Manufacturing, Inc.

●ガスクロマトグラフ質量分析計　●液体クロマトグラフ質量分析計
計測機器

Kratos Analytical Ltd.（英国）

●質量分析計
●X線光電子分光分析装置

計測機器
ALSACHIM SAS

●安定同位体試薬
計測機器

計測機器

欧州

Beijing Shimadzu Medical Equipment Co., Ltd.

●X線TVシステム
●一般撮影システム
●回診用X線撮影装置

医用機器

●油圧歯車ポンプ
産業機器

Shimadzu Manufacturing Asia Sdn. Bhd.

●液体クロマトグラフ
●紫外可視分光光度計

計測機器
Shimadzu Philippines Manufacturing Inc.

●電子天びん

アジア

ALSACHIM SAS
計測機器

医用機器

Shimadzu U.S.A. Manufacturing, Inc.

Shimadzu Software 
Development Canada Inc. 

計測機器

Shimadzu Manufacturing Asia Sdn. Bhd.

Shimadzu Philippines Manufacturing Inc.

計測機器

Beijing Shimadzu 
Medical Equipment Co., Ltd.

Shimadzu Research 
Laboratory (EUROPE) Ltd.

Tianjin Shimadzu 
Hydraulic Equipment Co., Ltd.

産業機器

Shimadzu (SUZHOU) Instruments 
Manufacturing Co., Ltd

Shimadzu Research 
Laboratory (SHANGHAI) Co., Ltd.

計測機器

Kratos Analytical Ltd.
計測機器

海外拠点案内はこちら
https://www.shimadzu.co.jp/
aboutus/company/sub.html#02

【地域別売上高比率】

4,282億円

10%

47%
日本

3%
中近東・オセアニア・アフリカ

米州
13%

欧州
8%

その他のアジア

19%
中国

【従業員構成比率】

13,499人

8%

58%
日本

2%
その他

中国
15%

その他
アジア
9%

米州

8%
欧州

計測機器
島津儀器(蘇州)有限公司

●液体クロマトグラフ
●全有機体炭素計
●原子吸光分光光度計

● アプリケーション開発
● 研究・開発

製造・研究開発体制
● 製造
★ イノベーションセンター
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会 社 概 要

商 号

創 業
設 立
本 社 所 在 地

資 本 金
従 業 員
連 結 子 会 社 数

株式会社 島津製作所
Shimadzu Corporation
明治8（1875）年3月
大正6（1917）年9月
〒604-8511
京都市中京区西ノ京桑原町1番地
電話番号　075-823 -1111（代表）
約266億円
単独3,491人　連結13,499人
国内23社　海外53社

（2022年3月31日現在）

役  員

取締役
代 表 取 締 役
代 表 取 締 役
取 締 役
取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役

上田輝久
山本靖則　　
三浦泰夫
渡邊　明　
和田浩子
花井陳雄
中西義之
濱田奈巳

監査役
常 任 監 査 役
監 査 役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役

藤井浩之
小谷崎眞
西尾方宏
西本　強

27 28

（2022年6月28日現在）

売上高／海外売上高比率

4,282億円 53.0％

売上高 海外売上高比率

営業利益／営業利益率

638億円 14.9％

（％）

営業利益 営業利益率

総資産／純資産

3,812億円5,605億円

自己資本比率

68.0％

親会社株主に帰属する当期純利益／
当期純利益率

473億円 11.0％

親会社株主に帰属する当期純利益 総資産 純資産当期純利益率

自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）
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会 社 概 要

商 号

創 業
設 立
本 社 所 在 地

資 本 金
従 業 員
連 結 子 会 社 数

株式会社 島津製作所
Shimadzu Corporation
明治8（1875）年3月
大正6（1917）年9月
〒604-8511
京都市中京区西ノ京桑原町1番地
電話番号　075-823 -1111（代表）
約266億円
単独3,491人　連結13,499人
国内23社　海外53社

（2022年3月31日現在）

役  員

取締役
代 表 取 締 役
代 表 取 締 役
取 締 役
取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役
社 外 取 締 役

上田輝久
山本靖則　　
三浦泰夫
渡邊　明　
和田浩子
花井陳雄
中西義之
濱田奈巳

監査役
常 任 監 査 役
監 査 役
社 外 監 査 役
社 外 監 査 役

藤井浩之
小谷崎眞
西尾方宏
西本　強

27 28

（2022年6月28日現在）

売上高／海外売上高比率

4,282億円 53.0％

売上高 海外売上高比率

営業利益／営業利益率

638億円 14.9％

（％）

営業利益 営業利益率

総資産／純資産

3,812億円5,605億円

自己資本比率

68.0％

親会社株主に帰属する当期純利益／
当期純利益率

473億円 11.0％

親会社株主に帰属する当期純利益 総資産 純資産当期純利益率

自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）
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P010-0211EGlobal Strings（グローバルストリングス）

世界地図のモルワイデ図法をモチーフにデザインされたGlobal  St r ings。
交錯する繊細な曲線は、島津製作所の精緻な技術が世界に広がること、お客さまのニーズを読み取る細やかさを表現しています。

〒604-8511 京都市中京区西ノ京桑原町1
https://www.shimadzu.co.jp

0200-06201-30AIT


